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人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！青く透き通る海と白い砂浜が続くリゾート
アイランド「セブ島」。人気の理由は、（安さ）、（近さ）、（利便性）と三拍子揃いますが、旅行の醍醐味は
なんといっても同じ時間を共有する仲間や人との触れ合いではないでしょうか。セブ島は、人のホスピ
タリティー（おもてなし）の高さと素晴らしい自然が優美な魅力と言えます。ワールドビッグフォーでは、こ
ころ癒し からだ安らぐセブ島最高のロケーションとおもてなしで、専属ガイド・ドライバー、その他スタッ
フが会員の皆様の快適な滞在をお世話致します。ご家族やご友人との大切な思い出づくりにお役立て
下さい。尚、搭乗予約は随時受け付けておりますが、出発日より３ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）
の早期手続きをお勧め致します。詳細等ご不明な点がございましたら、お気軽に当社担当までお問い合
わせ下さい。　　　　　  　　　　　　                                                     　　 編集担当　齊藤充彦

①上記料金は平成27年5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￥２５，０００円～全額が発生します事をご了承下さい。
④成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
⑤関西国際空港（大阪）からは、（朝9:15分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑥中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（朝09:10分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑦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
大自然と触れ合い優雅に休息、セブ島は微笑みの楽園。

澄み渡る自然環境に包まれる極上のひととき、感動に満たされる幸福は

心と体への元気活力に繋がります。自然治癒力の向上と若返り効果も楽しめるセブ島は

平均気温２７度ほど、湿度が低く日本から約４時間、時差１時間と快適で優しい環境！皆様の

日程を選ばず、１年を通していつでも気軽にお楽しみ頂けます。また、海外旅行が初めての方は

勿論、高齢者の方にも安心してご満喫頂けますよう弊社現地スタッフが全てに対応。ご家族や

ご友人との笑顔溢れる思い出づくり、健康を育む大自然の恩恵を思う存分にお楽しみ下さい。　

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

コーラルポイントリゾート・ミネラル豊富な珊瑚礁の海水プール

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～

会    報
平成27年6月号

０６／０１～０９／３０
￥５７，７１０円
￥７７，７１０円

￥４６，６７０円
￥６６，６７０円

￥５，１５０円
￥８，１５０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 空港税込み
関西（大　阪）/セブ往復１名様分 空港税込み
中部（名古屋）/セブ往復１名様分 空港税込み

〜 〜 〜

（料金はほぼ同じです）
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今 回 は 初 め ての セブ 島 で す。

青々と美しく広々とした海、空

と海とがひとつになって、じー

っと見つめているだけで、気持

ちが大らかに、広々となる思い

です。コーラルポイントリゾート

の方々の行き届いたご親切も身

に沁みました。初めての経験で、船からパラセーリングをし、空に浮かび上

がった時は、ふわりと鳥になったような気分で、間近に海を見下ろしまし

た。食事もマンゴジュースとか、南国のお味で種類もいろいろあり、頂き

きれないほどで美味しく賞味させていただきました。又、機会をつくって

セブ島に行きたいと思っています。楽しい経験をありがとうございまし

た。

初めての経験で、船からパラセーリングをし、空に浮かび上がった
時は、ふわりと鳥になったような気分で、間近に海を見下ろしました！

マリンスポーツ、観光を満喫！ ネイルサロンで初ジェ
ルネイル。キラキラ輝く指を見るたび心躍ります♪

正月休 みを入 れて四 泊 五日の
セブ島体験、感激致しました！
佐久から大型タクシー七名で成
田空港へ。そこで東京からの二
名とも合流。成田では小さなハ
プニングもありましたが、夕方
六時少し過ぎにセブ・マクタン
空港に無事到着し、小雨の中迎
えの車に。宿泊先のコーラルポ
イントリゾートに着くと玄関で
はメイドさん 達 の 出 迎えが あ
り、荷物を持ってもらって六階
へ、マンゴシュースをいただき
ながら早速予定を話し合う。明
日からの三日間の限られた中で欲張る。ボホール島ロボク川のクルーズで
は少し雨が降っていたが、ランチをいただき、生の歌を聞き、そこでイタ
リアのナポリから来たと云う一行の皆さんと一緒に写真などを撮り、楽しい
一時でした。チョコレートヒルでも小雨の中駆け足。小さな山が無数に重
なり、珍しい風景でした。最後の日は何十年ぶりの海水浴。貝などを拾いゆ
ったりとした時間、童心に帰った気分、でも明日は現実。最後の夜はサヨナ
ラパーティーをして下さり、メイドさん達とダンスをしたり楽しい一時。４日
間連泊で贅沢な時間をとても気持ちよく過ごす事ができました。改めて、ド
ライバーさん、ガイドのミキさんにはお世話になり楽しい思い出ができまし
た。ワールドビッグフォーのスタッフの皆様に感謝すると共に、会社の益々
の発展をお祈り致しております。

初めての海外旅行

思い出のセブ島！ 食事もマンゴジュースとか、南国のお味で種類も
いろいろあり頂ききれないほどで、美味しく賞味させていただきました

セブの無人島で何十年ぶりの海水浴。貝などを拾
いゆったりとした時間、童心に帰った気分でした♡

４日間連泊の贅沢なセブ旅行 思い出のセブ島

楽しかったセブ旅行
主人、母と３人で初めてセブ島
へ行きました。今回の旅行はい
ろんな初体験をしました。まず
ネ イル サ ロンで 初 ジェル ネ イ
ル。キラキラ輝く指を見るたび
心 躍ります。マリンスポーツで
は、シーウォーカー、バナナボー
ト、パラセーリングと３つの初
体験。シーウォーカーは魚の餌
付けで指を突くお魚に話しかけ
遊び、バナナボートは海上を飛
び跳ねながら「キャーキャー」ス
リルとスピードを楽しみました。

パラセーリングは８５歳の母も初体験！気持ちよく海を下に空の散歩でセ
ブの街を眺めました。ボホール島では珊瑚の隆起説？のチョコレートヒル
や世界一小さいメガネザル、ターシャを見学。ターシャは大きな葉の下で
薄目をあけながら眠っている姿が愛らしい。帰りにbee  f a rmというお店の
アイスクリームがとても美味しかった。バンカーボートで沖へ行き、結婚前
ダイビングにはまっていたことを思い出しながらスキンダイビングを楽し
みました。夜はダンスホールで、先生に教えてもらいながらノリノリでラテ
ンを踊り、朝から晩まで美味しい食事を食べて遊んで踊っての元気いっぱ
いの５日間でした。同行していただいた朝田さんはじめ、ガイドさん、ド
ライバーさん、メイドさん、バイバイパーティーも心に残る素敵なパー
ティー、感謝いっぱいです。ありがとうございました。

４日間連泊の贅沢なセブ旅行に感激！ 改めて、ドライバー
さん、ガイドのミキさんにはお世話になり感謝しております

昨年の夏頃でしたか、姉達にすす
められてフィリピン・セブ島に皆で
旅行に行こうとの事！そんな訳で早
速パスポートを取得しました。海外
は初めてなので、何の知識も持ち
合わせない私でしたが、一年中温
暖な場所であるとか位の知識しか
持ち合わせておらず、いよいよ出
発する事になり、半信半疑で旅支
度。当日は幹事さんが手配してくれ
たタクシーが家まで迎えに来て、仲
間達のお宅も廻り、皆を乗せて空港
に十二時頃に着きました。成田空
港の搭乗手続きでは、荷物の検査
で化粧水のビンをバッグに入れて
置いたものが取り上げられ、パス
ポートのしまいそこねで皆様に大変心配等をかけてしまいましたが、無事出発の
飛行機に乗れました。行きは大型の飛行機でしたので、ゆったりとして快適で、夕
焼けが何とも云えない美しい茜色に感動しました。コーラルポイントリゾートは
広々とした部屋で、窓からはゆったりとした海が眺められて、すばらしく環境の良
い所でした。メイドの方も親切に掃除洗濯までしてくださり、有難かったです。町
は車と若者が多く、田舎は質素な生活をして居る様でした。今後二十年、三十年
後は、きっと素晴らしい、見違えるような町になっている事でしょう。きれいな海で
何十年ぶりの海水浴が出来、マッサージまでして頂き気持ちよかったです。ボホ
ール島では、かわいいお猿さんを見せて頂いたり、新鮮なヤシの実がめずらしか
ったです。船上での昼食会、また市内観光ではオカマショーも初めて見物させ
て頂き、美人の男性ばかりでしたね！最後の夜は心温まる晩餐会までしていた
だき夢の様な旅が出来、ワールドビッグフォーのスタッフの皆様に心より感謝
申し上げます。

ボホール島では、かわいいお猿さんと対面！ きれいな海で何十年ぶ
りの海水浴が出来、マッサージまでして頂き気持ちよかったです♪

朝から晩まで美味しい食事を食べて遊んで踊っての元気いっ
ぱいの５日間！パラセーリングは８５歳の母も初体験しました！！

市内観光ではオカマショーも初めて見物 ！美人の男性ばかりでしたね（笑）
最後の夜は心温まる晩餐会までしていただき夢の様な旅が出来ました

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴４ヵ月　篠原さん

出発日１月８日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　河野さん

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　佐々木さん

出発日１月８日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　黒岩さん
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ずっと楽しみにしていたセブ旅
行。８泊もあったのでワールドビ
ッグフォーの全ての施設に伺い、
たっぷりとリゾート気分を満喫
させていただくことができまし
た。思い出はたくさんあります
が、その中でも一番はカモテス
島。バンカーボートで３時間か
けて行くだけの価値がありまし
た。私は船酔いをしてしまうの
ですが、心地よい海風を受け、
飛び魚を見ながらの船の旅は、
あっという間の３時間で船酔い

どころではありませんでした。島ではプライベートビーチのきれいな海を泳
いだり、プールで泳いだり、これぞまさに“リゾートバカンス”を満喫できま
した。カモテス島には大きな湖があり、農業も盛んで現地で購入したお野菜
や果物も美味しく、とても恵まれている島であるとわかりました。バディアンゴ
ルフリゾートでは初めてゴルフコースを回ることができ、景色の良いグリー
ンでゴルフの楽しさをたっぷりと味わうことができました。またダイビン
グもでき、本当に充実した旅行となりました。そして旅の締めくくりは、会
社からのご招待ディナー。最高級シャングリラホテルでのディナーは本当
にセブに来て良かったと思い、行方会長に心からお礼を申し上げます。とて
もいい思い出をありがとうございました。

思い出の中でも一番はカモテス島！ 心地よい海風、飛び魚を見なが
らの船の旅、バンカーボートで３時間かけて行くだけの価値がありました！

携わっていただいた方々に心より感謝致しております！
今からもう来年のイベントを期待して、楽しみにしております♡

「１月のセブはどんなだろう。本
当に夏服でいいの？」寒い寒い
信州から夏そのもののセブへ、
ギャップが凄い。妹夫婦と夫と４
人での出発です。妹夫婦は初め
てなので、案内したいのですが、
大丈夫かと少 々心 配して 向 か
い ました が 、不 安 は 直ぐ に 吹
き飛びました。天候がちょっと不
安定で予定は前後しましたが、市
内観光、ボホール島、マリンスポ
ーツ、マッサージ、バディアンゴ
ルフリゾ ート、カワサン 滝 、カ
モテス島、ニューハーフショー、
買い物などなど、通訳兼ガイド
のミキちゃん頼りに予定通り全
て行く事ができました。一部の島は地震と台風で大変だった様子。まだ傷跡
が残っている所が大分ありましたが、すでに活動していました。それにして
も道路状況にはまだ慣れません。車、バイク、人、犬、たまにある信号機。犬
がその信号に合わせて通り抜ける様は驚きです。「信号がわかるんですか？
見えるんですか？…セブ島での運転私には無理です（笑）」１日早く到着さ
れていた朝田さん御一行のお誘いで合同パーティーを開いて下さり、初め
て見るサプライズの豚の丸焼きに興奮！皆で美味しく頂きました。メイドさん
達のハツラツとしたダンスに目を見張るばかりです。村松理事様、小山様、朝
田様、三石様方にアドバイス頂き、無事に行って来る事ができました。ありが
とうございました。メイド長のアイリーンさん、ガイドのミキちゃん、ドライバ
ーのフランシスさん、マルビルちゃん、メーナちゃんありがとう。皆さんに感
謝です。楽しかったよ。又会える日まで。

楽しかったセブ旅行

ずっと楽しみにしていたセブ旅行！ ８泊もあったのでワールドビッ
グフォーの全ての施設に伺い、まさに“リゾートバカンス”を満喫

パーティーでは、メイドさん達のハツラツとしたダンスに目を見張り、
初めて見るサプライズの豚の丸焼きに興奮！本当に行って良かった！

行って良かった！ 初めてのセブ

病みつきなセブ旅行
かねてよりセブ旅行を誘ってい
ただいた友人が、一緒に行けな
くなり、初めての私達２人には、
セブ行きは数え切れない朝田さ
んが同行していただくことにな
りました。遠い昔は若かった２
人なので、朝田さんには、９日
間 いろいろご 迷 惑 を お か けし
てしまいました。セブ・マクタン
島へは、夜１１時過ぎ、遅い到
着にもかかわらず、若いメイド
さん大勢で３人の為にお出迎え
いただき、びっくりしました。翌
朝からは毎日「コケコッコー」の

昔懐かしいニワトリらしき鳴き声で目を覚まし、四方八方見渡す限りエメ
ラルドグリーンの海を眺めながら、南国ならではのメニューの朝食を毎日
ゆっくりいただきました。今回の私達には滞在中のスケジュールらしきも
のはなく、すべてあなた任せの、ゆったりセブを満喫することができまし
た。しかも、シーウォーカー、パラセーリングで海中、空中遊びに、ネイ
ルアート、顔、足裏エステにおかまショー e t c … 今までに経験した事の
な いことば かり、過ぎてしまえば なんと、９日間もの間の楽しかったこ
と、今は日焼け跡の背中の痒い毎日がセブの名残を留めてくれてます。そ
して今からもう来年のイベントを期待して、楽しみにしております。この夢
の様な出来事に、ある時は夜遅く、又早朝からのお付き合いをいただい
たガイドさん、ドライバーさん他、携わっていただいた方々に心より感謝
致しております。ありがとうございました。

「１月のセブはどんなだろう。本当に夏服でいいの？」不安は
直ぐに吹き飛びました！ 皆さんのお陰でセブを満喫できました！

姉夫婦に誘ってもらい初めての
セブ旅行はゆっくりとした時間
と色々な体験で “あっ”と言う間
に過ぎてしまいました。姉から
聞いたり、会報で見ていたコー
ラルポイントリゾートで泊まり、
バディアンゴルフリゾートに行
ったり、ボホール島、カモテスリ
ゾートにも行きました。水の苦
手な私も、セブではシーウォー
カーを体験したり、バナナボー
トで疾走したり、カワサン滝に打たれたりして、思いっきり大きな声を出し
て楽しみました。おいしい料理にエメラルドグリーンの海、市内観光にマ
ッサージ、ニューハーフショーなど毎日楽しむ事ができました。そんな中で
驚いたのは車の多い事、人の多い事、子供達の多い事、犬やにわとりも道
路のすぐ脇におり、ドライバーの運転も譲り合いながらもスムーズに進んで
いく事に、窓から目が離せませんでした。「活気のあるところだなァ」と感心
しました。毎日の観光計画を一緒に考えて、安心して過ごせるようにしてく
れたガイドのミキさん、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。とても楽しかったです。ありがとうございました。

水の苦手な私も、セブではシーウォーカーを体験！ バナナボートで
疾走したり、カワサン滝に打たれたり、思いっきり大きな声を出しました

病みつきなセブ旅行！ 今までに経験した事のないこと
ばかり、９日間ゆったりセブを満喫することができました

楽しかったセブ旅行！ 毎日の観光計画を一緒に考えて安心して
過ごせるようにしてくれたスタッフさん、ありがとうございました♪

出発日１月９日（７泊８日）
会員歴１１ヵ月　森泉さん

出発日１月２０日（８泊９日）
会員歴４年８ヵ月　藤原さん

出発日１月９日（７泊８日）
会員歴１０年３ヵ月　加藤さん

出発日１月２６日（８泊９日）
会員歴１１年　久保田さん



5 6

昨年秋に、母が知り合いの松永
さんにワールドビッグフォーを
教えてもらい入会。その後「海
外旅行にはまだ一度も行ったこ
とがないし、セブ島に行ってみ
た い！」と私 に パ ンフレットや
D V Dを観せるので、「親孝行が
出 来 て、自 分 も 楽し める な ら
… 」と、初 め て母と 2 人 で セブ
島旅行に行ける事になりました。
自宅 の 新 潟を朝 5 時 前 に 出 発
し、空港タクシーで 6 時 間 乗 車
し成田へ到着。その後セブ・マ
クタン空港に到着した時にはか
なり母も疲れていましたが、到
着後すぐのフィリピン料理とビ

ールがおいしく、部屋でのオイルマッサージで翌日は全く疲れもなく笑顔
でした。部屋からは海が見え、雪の新潟とはうってかわって暖かく風も爽
やか、朝食に洗濯までもかわいらしいメイドさんにお願いするので、それ
だけでも贅沢な旅でした。今回は前山さんに、スケジュール、食事、チップ
までお任せしたので、初日から指圧、オイル、フットマッサージに足の角質
取り、ハンドネイルなど初体験。毎日施術を受けて、心も身体もリラック
ス！他にも初体験のシーウォーカーでは海の中のきれいな魚と触れ、ボホ
ール島や市内観光、パンダノン島のバーベキューでは、途中イルカとの遭
遇に感激！さよならパーティーではドライバーのベルナルドさん、メイドさ
ん達と楽しく踊っている母を見た時、セブ島に行って本当に良かったと思い
ました。一緒に行った方達も皆さん良い方達で、大変お世話になり楽しく
感動的な旅が出来ました。ありがとうございました。

ボホール島や市内観光を満喫！ パンダノン島のバーベキューでは、
途中イルカとの遭遇に感激！ 贅沢で感動的な旅が出来ました

エステやショッピングもクルーズも…と盛りだくさんのスケ
ジュールでしたが、大満足で帰国。セブ島旅行に感謝です！

1日のスケジュールをこなすた
めに、早朝より夜遅くまで移動、
見学にと、慌ただしく動き回る
海外旅行に何回か行ってみまし
たが、あまりの忙しさに記憶に
とどめることが少なかった旅行
に比べ、今回は時の流れに身を
任せ、時間に追われず、追わず、
時を忘れさせる楽しい 旅 行 が
できました。特にシーウォーカ
ー、パラセーリング、遠浅の海
ではシュノーケルで魚を追いか
けるなど、この年齢でも当たり前のようにやらせてもらえるとは、思っても
みなかったこと。又、南国の象徴、ヤシの木の下でほのかに甘いヤシの実ジ
ュースでのどを潤し、時の過ぎるのを忘れて毎日過ごさせていただき、80年
近い人生で一番印象深い楽しい旅行が出来ました。朝田さんはじめ、私達2
人のために動いて下さったスタッフの皆様に、心より感謝しております。成
田に到着後、2月の寒風にさらされ、はじめて長い長い夢から覚め、現実に
押し戻されましたが、旅行中のいろいろな初体験が、私にとっては、リハビ
リだったのではないでしょうか？今歩いても体が軽く、今までの体調不良
を置いて来たかのようなセブ効果、今年米寿を迎える自身への最高のプレ
ゼントになりました。

真心と出会ったセブ島の旅

初めての母、娘のセブ旅行！ パーティーではメイドさん達と楽しく
踊っている母を見た時、セブ島に行って本当に良かったと思いました

今までの体調不良を置いて来たかのようなセブ効果、
今年米寿を迎える自身への最高のプレゼントになりました！

年を忘れたセブ旅行 初めての母、娘のセブ旅行！

初めてのセブ旅行
厳 冬 の 新 潟をとび だし南 国で
優 雅 に 過ご そう！の 甘 い 言 葉
で 夫も誘 い 一 週 間 過ごしてき
ました。目的はゴルフ！社有のバ
ディアンゴルフリゾート１泊２日
でのプレーの予定が、一人につ
き一人のキャディーさんが付き
「マダム、ナイスショット！」などと
おだてられ 、余りにも楽しくて
２泊もしました（笑）。もちろん
コースも広大で戦略性に富んでお

り、大満足でした。キャディーさん達はどなたもユーモアがあり、自らも仕事
を楽しんでいるように見受けられ、さすがおもてなしの国と感じました。帰路
にはカワサン滝でイカダに乗り、滝の下で精神修行？をしたり、全身マッサ
ージで非日常を体感。年齢を忘れてアクティブに過ごし、とても良い思い出
になりました。さらにエステやショッピングもクルーズも…と盛りだくさん
のスケジュールでしたが、大満足で帰国。主人は現地の人達の活気を感じ、
子供の多いフィリピンでは１０年、２０年後には、国が発展するだろうと言
い、私も数日間のセレブな気分を味わいましたが、大いに社会勉強しまし
た。セブ島旅行に感謝です。

80年近い人生で一番印象深い楽しい旅行が出来ま
した！ 時間に追われず、追わず、時を忘れて楽しみました

私は、１年ぶりのセブ旅行に２
月２７日、成田空港から妻と姉
とともに旅立ちました。旅行の準
備も万全にし、今回は姉が是非
「ゴルフをしたい」との希望を叶
えるために、バディアンゴルフリ
ゾートに２泊してゴルフをする
予定でした。ところが、セブに到
着し、迎えのシャローンさんと
会い、フィリピン料理を食べに
行くことになり、財布を入れた
ポシェットを確認したところ、無
いことに気付きました。なんと、
飛行機の座席の前のポケットに
入れたまま、忘れてしまいまし
た。すぐに申し出て、機内を探し
て貰ったのですがありませんで
した。暗い気持ちでコーラルポイントリゾートに着くと、先にセブに居ら
した村松理事が私の話を聞き、旅行費用を貸してくださいました。何とか
これで予定通りの旅ができ、４日目にバディアンゴルフリゾートへ向けて
出発。翌朝、ゴルフの予約もして寝る事にしましたが、なかなか寝付けず、
気がつくと顔の左半分が麻痺してきました。朝４時３０分頃、皆を起こし
朝食も取らず５時３０分に出発し、日本人スタッフのいるセブの大学病院
に９時前に着き、先生に診察を受けました。診断はベル麻痺でした。先生と
の問診では、ストレスでも発症するとのことでした。飛行機内に財布を忘れ
“貧乏 ”なんですと話すと、なんと初診料はいらないと言ってくださいまし
た。先生の名前を聞いたところ、“ビンボー・テキリオ”先生と聞きびっくりし
ました。ガイドのシャローンさんやドライバーのアーネルさんには大変迷惑を
かけました。この旅行を通じて人の真心に触れ、思い出の残る旅となりまし
た。皆様に感謝。

１年ぶりのセブ旅行は、予定外の事で大変でしたが、この
旅行を通じて人の真心に触れ、思い出の残る旅となりました

目的はゴルフ！ キャディーさんが付き「マダム、ナイスショッ
ト！」などとおだてられ、余りにも楽しくて２泊もしました（笑）

今回のセブ旅行は、思わぬ出来事が続きましたが、真摯な
サポートのお陰で旅行も楽しみ、無事帰国。皆様に感謝！

出発日２月２７日（８泊９日）
会員歴２年５ヵ月　小林さん

出発日２月９日（５泊６日）
会員歴８ヵ月　星野さん

出発日１月２６日（８泊９日）
会員歴１１ヵ月　若林さん

出発日２月９日（７泊８日）
会員歴３ヵ月　五十嵐さん
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今 回 初 め て、子 供 達と一 緒 に
セブ 島 へ の 海 外 旅 行 。長 男 は
脳に障害があり、自分の意思では
動けない子です。長女は今、元気
盛りのおてんば娘で、正直色々と
心配な事の多い出発でした。そし
て、いよいよセブ の 空 港 へ 着
き、お迎えの車に乗った途端、
その心配も一気に消えました。
ガイドさん、運転手さん、メイド
の皆さんにとても親切にして貰
い、毎日天気も良かったので、子
供達は初めての海に大喜び。ボ
ホール島、買い物と何処に行く
のも息 子を大 事 にしてい た だ
き、大きな安心を沢山貰いまし
た。特にガイドのミキさんとは
日本人の友達におしゃべりをし

ている感じで、毎日を楽しく過ごせました。同行した池上さんにも、本当に
親子の様に何から何までお世話になり、何処に行くにも心強く安心でし
た。娘もメイドさん達に沢山遊んで貰い毎日疲れ果てて爆睡でした。ワー
ルドビッグフォーさんのお陰で親としては息子の毎日嬉しそうにニコニコ
している姿や娘の楽しい笑顔と笑い声が沢山沢山見られた家族の大事な
思い出の１ページが出来ました。本当にみなさん色々と親切にしていた
だき、ありがとうございました。
 
お子様　４さい
私はパパとママとお兄ちゃんと池上のおばちゃんとみんなでセブ島って
いう所に来たよ。初めての海でパパとたくさん遊んだよ。ボホール島って
所には小さなお猿さんもいたよ。沢山のこぶみたいなお山も見たよ。メイ
ドのお姉さん達が、一緒に遊んでくれて楽しかったよ。フルーツがたくさん
あってとってもおいしかった。

初めての海でパパとたくさん遊んだよ。メイドの
お姉さん達が、一緒に遊んでくれて楽しかったよ。

とくに嬉しかったことは、サプライズのケーキ！ おも
わずジーンときて涙が…。大、大・・・感激しました！

セブへの旅は３回目、あれもし
たい、これも見たいと心躍らせ、
いざセブへ。P R４３３に乗り込
み食事とワインを頂いた後、思
わぬハプニング！なんと機内で
気絶して、床に倒れてしまいまし
た。恥ずかしい。気がつくとキャ
ビンアテンダントさんに囲まれ
て「とりあえず座って、温かい飲
み物でもどうぞ」と勧められて
一件落着。C Aの皆さん、ありが
とうございました。マクタン国際
空港には前回お世話になったガ
イドのシャローンさんが出迎えてく
れ、１年ぶりの再会に思わずハグ。覚えていてくれて嬉しかったです。娘達に
体験させたかったパラセーリング、シーウォーカーに始まりボホール島へ。
ランチ付きクルーズに驚き、チョコレートヒルの眺望に感動。そして楽しみ
にしていたターシャとの対面。とても愛らしく抱き上げることが出来た頃に
行きたかったです。最終日にはカワサン滝。滝へと向かう２０分程の散歩は
自然の美しさが心地よかったです。滝に打たれた時の痛気持ち良い感覚
や皆の笑顔と悲鳴は忘れられません。あっという間の５日間でした。南国
ならではのマンゴーやパイナップルジュースがまた恋しくなるでしょう。是非
また行きたいです。今回はマリンスポーツ、ボホール島、カワサン滝とかなり
の強行軍でした。ガイドさん、ドライバーさんには、大変感謝しております。
次回はもう少しゆったりとセブを満喫したいです。

イルカにもう一度会いたい！

子供達は初めての海に大喜び、楽しい笑顔と笑い声が沢山
沢山見られ、家族の大事な思い出の１ページが出来ました！

セブへの旅は３回目！ 今回はマリンスポーツ、ボホール島、カワ
サン滝とかなりの強行軍でしたが、あっという間の５日間でした！

もう一度行きたいセブ 家族旅行

セブの旅行
５泊６日、２度目のセブに行っ

て来ました。今回の旅行では、ワ

ールドビッグフォーで知り合っ

た会員の方々と行く事になりま

した。天候にも恵まれ、パラセー

リング、バナナボート、シュノー

ケリング等、美しい海で色々な

魚達と出合い、楽しい時を満喫

しました。島に行ってのバイキングや観光、ショッピングから帰って来ての

食事も毎日とてもおいしく頂きました。とくに嬉しかったことは、４日目の

パーティーをしている時、サプライズの大きなケーキで誕生日をメンバー

の方とスタッフの皆さんで祝って頂き、おもわずジーンときて涙が目から出

てきました。大、大・・・感激しました。今回一緒に行ったメンバーの皆様、ス

タッフの皆さん、大変お世話になり有難うございました。又、いつの日かセ

ブに行きたいと思います。

ボホール島、チョコレートヒルの眺望に感動！ 楽しみにしていたター
シャ♪とても愛らしく抱き上げることが出来た頃に行きたかったです

当初３組の夫婦６人で旅行す
るはずが、直前になって２組の
ご 夫 婦 の 旅 行 がキャンセル に
なり、夫と２人だけでセブへ行
って来ました。キャンセルが続
き、心細くなりましたが、行って
来て良かった！ガイドさんと暖
かい気候に迎えられる、ホッと
心和みました。毎朝、見渡す限り
の大海原から昇る太陽！それを眺
めながらメイドさんが作って下
さる美味しい朝食やコーヒーを
ゆったりとい た だく！「 天 国と
は、こんな所かしら？」と思う様
な日々でした。ボホール島へ行
きガイドさんにお勧めのコース
を一日お願いしたら、ロボク川を下りながらのランチクルーズを案内して下
さいました。土曜日で学校が休みの為、途中の船着場では、住民の方々の
歌や踊りに子供達も愛らしい姿を披露してくれました。バンブーダンスは、私
も一緒に仲間に入れて頂き、楽しい一時を過ごしました。川にせり出した高
い木からは、上の方からダイブして、川泳ぎを楽しむ様子が、いたる所で見ら
れました。又、可愛いメガネ猿（ターシャ）も見ました。片手に乗る位の大きさ
で、思っていたよりずっと小さかったです。何より心に残ったのはパンダノン
島へ向かう船上で遭遇したイルカの群れ！ピョンピョン、スイスイと私達の船
の横を泳いで行きました。珊瑚礁の海との事で、絵のような色々な水の色。
書き尽くせない程素晴らしい感動の旅でした。私達２人だけの為に、何人も
の方々がお世話をして下さり感謝、感謝です。優しい人達や美しい川や海、そ
して、イルカに是非もう一度会いたい！

ロボク川を下りながらのランチクルーズでは、途中の船着場
で私も一緒にバンブーダンス♪楽しい一時を過ごしました

２度目のセブ！天候にも恵まれ、パラセーリング、バナナボート、シュ
ノーケリング等、美しい海で色々な魚達と出合い、楽しい時を満喫

毎朝、見渡す限りの大海原から昇る太陽！ 朝食やコー
ヒーをゆったりといただく！ 「天国とは、こんな所かしら？」

出発日３月１２日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　安達さん

出発日２月３日（４泊５日）
会員歴７年７ヵ月　矢澤さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴７年１１ヵ月　大橋さん

出発日２月４日（５泊６日）
会員歴１０年５ヵ月　征矢さん
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ワールドビッグフォーとの出会い
から約１年。皆さんから聞いて
いた「セブにあるワールドビッグ
フォーのリゾート施設とはどんな
所なのか？」と言う思いを確認す
る為の旅行でもありました。７６
歳の母と娘２人の４人で行って
来ました。成田空港１９：２５分
発で離陸が４５分も遅れた為、
セブ島に着いた時は、日付が変
わり夜中でしたが、ガイドのシャ
ローンさんや運転手さん、メイド
さん達も遅くまで起きて出迎え
てくれて、とても感動しました。翌

日は船に乗り島めぐりとBBQ。白い砂浜と青い海、写真で見る風景の中に居
るようなキレイな所でした。午後はエステに行き全身マッサージで癒された
後、シューマートショッピングモールでセブ料理を食べました。３日目は市内
観光とアヤラショッピングモールで買い物。４日目は、一番の目的だったシーウ
ォーカーを体験する事ができました。海底を歩きながら、たくさんの熱帯魚
が見れて、とても楽しい２５分間でした。コーラルポイントリゾートに戻り、
プールに入って遊んでいましたが、エメラルドグリーンの海でも泳ぎたくな
り入りました。旅行最終日のディナーには、セブの夜景を鑑賞できるMr.A（展望
レストラン）に連れて行ってもらい、マクタン島のキレイな夜景に感動しまし
た。あっと言う間の５日間。楽しく、貴重な時間を過ごす事が出来て感謝して
います。ありがとうございました。

旅行最終日のディナーには、セブの夜景を鑑賞！ あっと言う間の
５日間。楽しく、貴重な時間を過ごす事が出来て感謝しています

私にとっては２度目のセブ旅行！ パンダノン島までは、透き通って
いる水の色が少し進むごとに様々に変化、とても美しかったです！

昨年行く予定でしたが、一年後
にやっと実現、姉と共に念願の
セブ島へ。到着した日は夜だっ
たので、コーラルポイントリゾ
ートでおいしいマンゴジュース
をいただき、ゴージャスな広い
部屋と大きなベット、姉と二人
で眠りにつきました。翌朝、コバ
ルトブルーの海からの朝日を眺
め、コーラルポイントリゾートの
景色と海の美しさに心を奪われ
ました。滞在後半の天気の崩れ
を心配し、おいしい朝食の後パ
ラセーリングとシーウォーカー
を体 験 。人 生 初 めての 海 中 散
歩、フワフワと体が浮き、綱に摑
まりながらエサを振ると熱帯魚がたくさん寄って来て、とてもきれいでした。
パラセーリングは始めチョッピリ怖さがありましたが、空に舞い上がり、ど
こ迄も続く青い海とセブ島を眺めての空の旅、両手を広げて胸一杯おいし
い空気を吸い込み、最高に気持ち良く楽しむ事が出来ました。三日目パン
ダノン島に行き、メイドさんや運転手さんが準備してくれたバーベキュー
を堪能しました。その後、シュノーケリングをしましたが、初めてで慣れ
ない為、呼吸が上手に出来ず大騒ぎをしましたが、親切な青年が呼吸を教
えてくれたり、手をつなぎ少し泳ぐことが出来、きれいな熱帯魚も見る事が
できました。つかまりながら手を出すと、すっと離れて又寄ってきてくれ、
本当に嬉しかったです。やさしかった青年に感謝、感謝です。四日目は市内観
光とショッピングとマッサージ。あっという間の五泊六日の旅が終わりました。
シャローンさんはじめ、スタッフの方々、ご一緒してくださった皆々様に感謝、
ありがとうございました。

南国の歴史と自然を満喫の家族旅行

初めてのセブ島体験！ 船に乗り島めぐりとBBQ。白い砂浜と
青い海、写真で見る風景の中に居るようなキレイな所でした♡

あっという間の五泊六日の旅！ シャローンさんはじめ、スタッフの
方々、ご一緒してくださった皆々様に感謝、ありがとうございました

念願の初めてのセブ島 初めてのセブ島

楽しかったセブ
私にとっては２度目のセブ旅行
でした。４泊５日とすこし短い
旅行でしたが、中３日でセブの
市内観光をしたり、コーラルポ
イントリゾートにあるプールや近
くの海で遊んだり、シーウォーカ
ーをしたりと、いろいろな経験
をすることができました。全て
の出来事がとても楽しかったの
ですが、揺れの少ないバンカー
ボ ートで パ ンダノン 島 へ 連 れ

て行っていただいたことが、一番印象に残りました。島へ行くまでの航路
では、透き通っている水の色が少し進むごとに様々に変化して、とても美し
かったです。１時間くらいバンカーボートに乗り島に到着すると、真っ白
い砂浜とコバルトブルーの海が広がっており、そこに真っ白い小さな教会
みたいな建物と東屋みたいなものがいくつかあって、絵の中に自分がい
るみたいでした。心地よい潮風と素敵な景色で、ただそこにいるだけで
癒されました。滞在中、ガイドさん、運転手さん、メイドさん達には常に気
を遣っていただき、とても快適な時間を過ごさせていただきました。本当
にありがとうございました。

パンダノン島に行きバーベキューを堪能！シュノーケリングは親切な
青年が呼吸を教えてくれて、きれいな熱帯魚も見る事ができました

退職を機に、結婚３８年の妻へ
のご褒美と感謝と償いの思いを
胸に、更に息子も加わり３人で
の旅となりました。セブはフィリ
ピン最古を物語る由緒ある建物
や記念碑が残され、当時の世界
情勢と古き日本にまでも思いを
馳せたのでした。住民への服従
策にも屈さなかった英雄ラプラ
プ像の前では、大航海時代のマ
ゼランがマクタン島で酋長ラプラ
プによって倒された。ふと、マゼ
ランの部下が率いるビクトリア
１号１隻が航海を続け、１５２
２年にスペインに１８名が帰港し、世界周航を果たし、地球が球体である
事を実証したものの、世界一周を果たさず人生道半ばで、この地に没した
マゼランの心境が気になりました。日本の戦後を取っても７０年。改めて
東南アジア諸国との歴史からもいろいろ学ばなければと思いました。次
に、何と言っても美しい自然が織り成す絶景。透明度の際立つ海。真っ白な
砂浜。ブーゲンビリアをはじめ様々な花と南国のフルーツを楽しみました。
フレンドリーなスタッフの皆さんに改めて「絆」の大切さを気付かされ、アッ
トホーム的な旅がとても心地よかったです。大自然の摂理の内に生かされ
ている我々は、今も昔も人と人の絆を大切に生きてきたのだと思い、これ
からの私の人生もそうありたいと、思いを新たにしたのでした。最後にワ
ールドビッグフォー会長の行方様に心からお礼申し上げます。ありがとう
ございました。

アットホーム的な旅がとても心地よかったです！ フレンドリーな
スタッフの皆さんに改めて「絆」の大切さを気付かされました

楽しかったセブ！ プールや近くの海で遊び、心地よい
潮風と素敵な景色で、ただそこにいるだけで癒されました

南国の歴史と自然を満喫！ 結婚３８年の妻へのご褒美と感謝と
償いの思いを胸に、更に息子も加わり３人での旅となりました！

出発日３月１３日（４泊５日）
会員歴１年　北原さん

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　倉林さん

出発日２月４日（５泊６日）
会員歴１年６ヵ月　北條さん

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　倉林さん


