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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＞
思い出に残る最高の旅をワールドビッグフォー究極のリゾートで！透明度の際立つ海と真っ白
な砂浜、大自然の織り成す美しい珊瑚礁の景観に包まれた「セブ島」。近年は施設の近代化も進
み、一日中楽しめる大型ショッピングモール、本格的なスパやエステサロン、カフェやバーなどのナイト
スポットもお楽しみ頂けます。ご家族・ご友人との笑顔溢れるご旅行をワールドビッグフォーリゾ
ートで思う存分お楽しみ下さい。尚、ご予約・出発前のご不明な点は、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￥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、（15:40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、（15:40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
海外旅行者に友好的なセブ島、人気の魅力は抜群の自然環境と国民性！

穏やかな大海原には珊瑚礁が広がり、澄み渡る青空は眩しく、日没とともに満天の

星で歓迎「来て良かった」「また行きたい」と、心に残る最高の思い出として刻み込みます。

大自然豊富なセブ島の気候は平均気温２７度程、湿度が低く１年を通して快適に過ごせる環境は

老若男女を問わず満喫する事ができ、健康管理にも適応する清 し々い気候と心温まるフィリピン人の

国民性は、皆様に笑顔を誘う快適でアットホームなリゾートライフへと導きます。是非皆様もワールド

ビッグフォー究極のリゾートへ！治安にも恵まれた大自然の宝庫セブ島で、笑顔・健康づくりの

醍醐味を、現地好感度№１の日本国民としても安心・安全なご旅行をお気軽にお楽しみ

頂けます。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

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9月号

０９／０１～０９／３０
￥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）

美しい珊瑚礁の景観に包まれた究極の楽園・カモテスリゾート 
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以前よりフィリピンへ行ってみ
たいと思っておりましたが、な
かなか行く機会が無いままでお
りました。この度、ワールドビッ
グフォーの入会を切っ掛けにセ
ブ行きを計画することが出来ま
した。セントレア（中 部 国 際 空
港）からの直行便ということで
客席も半分以上が空席という状
況。ゆっくりと横になることが出
来、幻想的な夕日に迎えられ無
事マクタン・セブ国際空港に到
着しました。今回４名の仲間は

何度も参加している方々でしたが、私の希望をしっかり聞いていただき、連
日観光の日程で昼夜を問わずに楽しく過ごさせて頂きました。特に初めての
カモテス島にも行って気持ちの良い船旅も体感しました。連日好天に恵ま
れ、ボホール島観光も最高でした。セブで日本レストランを１８年間経営し
ておられる同郷の社長さんのお店にも二夜連続でお世話になり、ごちそうに
舌鼓を打ちながら、セブの話しやふるさとの話で盛り上がる事が出来まし
た。今回思い切って参加して本当に良かったと思いました。是非来年も仕
事の都合をつけて友達を誘って行かなければと考えています。ガイドのシ
ャローンさんには、無理なお願いを聞いていただき本当に感謝の一言で
す。

セブ最高！連日好天に恵まれ、ボホール島観光も最高でした。
今回思い切って参加して本当に良かったと思いました♪

３日目はボホール島へ！ チョコレートヒルでは不思議な世界体験♡
可愛いメガネザル（ターシャ）が大きな目を開き出迎えてくれました！

日本を出発するまでは寒くてヤ

ッケを着ていましたが、マクタ

ン・セブ国際空港に着いたら、

季節は夏になっていました。空

港 に はガ イド の シャロ ーンさ

んが迎えに来てくれました。初

めてのセブ、次の日から新しい

ものづくしです。活気あふれる

セブ…翌日さっそくボホール島

観光へ、早朝の出発です。ロボク川では、クルーズ船での昼食。生歌を聞

きながら頂くバイキングのおいしかった事！！帰りはセブ島市内に立ち寄

り、人々の多さにビックリ。狭い道の中でもスイスイ走り抜けて行く車の多

さが印象的でした。予定を入れない日があり、コーラルポイントリゾートの

プールで “ゆっくり、のんびり”最高の１日でした。花々が 咲きみ だ れる南

国 の やさしい 風 に吹 か れて… 幸 せ な １日をありがとう。ワールドビッ

グフォーに出逢い感謝です。仲間の皆様、お世話になりました。たのしい

旅をありがとう。感謝、感謝。これからもずっと感謝です。

孫息子とセブ島の旅

連日観光の日程で昼夜を問わずセブを満喫！特に初めてのカモテス
島にも行って気持ちの良い船旅も体感！ 楽しく過ごさせて頂きました

コーラルポイントリゾートのプールで“ゆっくり、のんびり” 花々が咲き
みだれる南国のやさしい風に吹かれて…幸せな時間を過ごせました

初めてのセブありがとう。感謝！ セブ最高！

初めてのセブ旅行！
私をワールドビッグフォーに誘っ
て下さった息子嫁のご両親と４
泊５日のセブ旅行です。長野か
ら金沢に泊まり、金沢から私達
４ 人 で 中部国際空港へマイカ
ーで行き、セブ旅行が始まりま
した。マクタン・セブ空港に着く
とガイドさんが笑顔で出迎え、
ワールドビッグフォーのリゾート
施設に向かいました。その晩は
日本から持って来た “そうめん ”
を頂き、マンゴーを食べ放題食
べ、美味しくて満足しました。パ
ンダノン島にてバーベキュー、ブ
ルーの海で海水浴、真っ白い砂

浜で波と砂遊び。セブの大自然を満喫した。３日目はボホール島へ、ロボ
ク川での船上バイキングを楽しみ、途中原住民のお出迎え？小さい子供達
の民族おどり、チョコレートヒルでは不思議な世界を見た感じでした♡
可愛いメガネザル（ターシャ）は夜と間違えたのかの様に大きな目を開
き出迎えてくれました。４日目、マリンスポーツではジェットスキーに２
人で乗り、青春時代に返った様な気分で大変スリルがあり楽しく過ごし
ました。日本人インストラクターの娘さん有難うございました。真っ青に
晴れ渡る空、どこまでも広がるコバルトブルーの海、目の前に広がる感
動！美味しいマンゴーやバナナ、パイナップル。マンゴジュースは濃厚で幸
せな味は忘れられません。天候にも恵まれ、楽しい４泊５日のセブ旅行
でした。ガイドさんやドライバーさん、そしてメイドさん、大変お世話に
なり有難うございました。心から感謝申し上げます。

新しいものづくし、初めてのセブ！ ボホール島観光では、クルーズ
船での昼食。生歌を聞きながら頂くバイキングはおいしかった！！

ワールドビッグフォーを紹介し
ていただいた知人と孫と私、３
人で ８泊９日のセブ旅行へ出
発です。孫は東京から私達は群
馬から、成田空港で落ち合いま
した。天候も行って帰るまで良好
で申し分ない旅行でした。初めて
の孫息子との旅、大人になってか
らほとんど会って話す機会もな
かった孫との旅。多少の不安も
あったけど、ワールドビッグフォ
ーのコーラルポイントリゾート
に着いた途端に不安な気持ち
は飛んでしまいました。あまり
にも見事な宿泊施設。海を独り占めにした気分に浸りました。海のない群馬
県にとって目を見張る思いです。朝５時頃起きては釣り舟と朝日を眺めモー
ニングコーヒーを頂き夢心地でした。そして毎日観光しに出掛け、思い残す
事ない程回りました。孫はジンベエザメと一緒に泳いだことを感動してお
りました。どれを取っても忘れる事はありません。その中でも印象に残っ
たのは人との出会い。運転手のアーネルさん、孫息子を可愛がって頂き、
別れの日には二人でプレゼント交換をしていました。涙をもらいました。そ
れにメイドさん達の心遣い、私はいろんな所を回ったことは勿論忘れる事
出来ませんが、言葉は話せなくても、思いが通じることが沢山あることを
知り、一番のセブみやげに持ち帰ることが出来ました。それと孫息子と語
り尽くせたことは一生の宝です。また他の孫達ともセブへ行きたいと思っ
ております。お世話になった皆様に心より感謝申し上げます。

あまりにも見事な宿泊施設！朝は釣り舟と朝日を眺めモーニング
コーヒーを頂き夢心地♪海を独り占めにした気分に浸りました

マリンスポーツではジェットスキーに２人で乗りピースサイン！ 青春
時代に返った様な気分で大変スリルがあり楽しく過ごしました

孫息子とセブ島の旅！ 大人になってからほとんど会って話す
機会もなかったので、孫息子と語り尽くせたことは一生の宝です！

出発日５月２０日（８泊９日）
会員歴１１ヵ月　須永さん

出発日４月２１日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　大槻さん

出発日４月７日（６泊７日）
会員歴１年２ヵ月　荻原さん

出発日５月１６日（４泊５日）
会員歴３年８ヵ月　辨谷さん
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慌しい日常生活から逃れて、早
朝５時、空港行きのタクシーに
迎えられて、私達自称「若者」４
人組は、セブ島への夢を膨らま
せて機上の人となりました。ツ
アーの旅行と違い、きちんとし
た旅行マニュアルまで準備して
頂いたにもかかわらず、機上で
の ３ 枚 の 書 類 づくりに オタオ
タ。結局は、隣席のイケメンビ
ジ ネ ス マ ン の 世 話 に なり、旅
の情を先ず体験しました。
翌日からは、エメラルドグリー
ンの海に面した豪華なコーラル

ポイントリゾートで寛ぎ、街に出ては、毎夜違う国の料理を楽しむ至福の
日々でした。島でのバーベキューは野生的な料理に舌鼓し、海に飛び込ん
では海水の濃度の高さに驚き、体中にミネラルを豊富に取り込み、後日シ
ミに苦しむだろうことなどものともせずに泳ぎました。ストーンマッサー
ジの２時間はあっという間。身も心も癒される旅でもありました。夜のパ
ーティーですばらしいバンド音楽やダンス、そしてご一緒頂いた奥村様
ファミリー、お孫ちゃんの所作に爆笑し、久しぶりに幼児のパワーを頂い
たひとときでした。カジノではひとり賭けるマシーンに歓声を上げ、結局３
０００ペソ余り儲けたところで終了。道教寺院でのお祈りが功を奏したよう
です。沢山の体験と癒しを提供してくださったワールドビッグフォーに感謝
します。再来の旅は島巡りといきたいものです。ありがとうございました。

心リフレッシュの旅！ すばらしいバンド音楽やダンス、そしてご一緒頂いた
奥村様ファミリー、お孫ちゃんの所作に爆笑し、パワーを頂いたひとときでした

楽しい５日間でした！ 海がとてもキレイでサンゴや貝殻を拾ってみたり、
歌を聞きながらフィリピン料理を食べたり、とっても満喫出来ました♪

私達４人グループは、朝方薄暗
い内に出発。空港タクシーで新
潟から成田まで直行。飛行機か
ら見下ろしたセブの夕焼けが幻
想的でとても神秘的なあのセブ
の風景が、今でも心に焼き付い
たあの感動は忘れられないの
です。いよいよマクタン・セブ国
際 空 港 に 到 着 。さす が 南 国 の
島、真夏の夜ガイドさんがにこ
やかに私達を迎えて下さいまし
た。車の中は花の香りと涼しさ
でとても快 適 で 心 安らぎまし
た。まずはセブ料理のレストラ
ンで腹ごしらえ！おいしく頂き満
喫した気分で宿泊先のコーラル
ポイントリゾートへと…早速ウ
ェルカムのマンゴジュースで迎えてくれました。翌日はパンダノン島まで
船で１時間、船は私達４名の貸切りでスタッフ７～８名付いて来て下さ
り、バーベキューの準備をしてくれたり、沢山の肉、チキン、イカ、ビール
等を提供して頂き大満足でした。その他現地では、とれたての「アワビ、カ
キ」を購入したものを焼いて頂き、シーフード料理も沢山食べられました。
翌日はあまりの幸せ太りでダイエットに挑み、ショッピング、観光、カジノ
へ。夜はエステとあっと云う間に一日が終わりました。皆でストーンマッサ
ージの全身エステをして貰ったのですが、３ヵ月前からの腰痛があり、カー
ブス（フィットネスジム）を休止していた親友が朝起きたら痛みがすっか
り治ったと喜んでおりました。帰宅後、様子を伺いに行ったら全然大丈夫
と云っており、エステの効能にびっくりです。ラプラプ公園のラプラプさ
んがマジェランと戦い勝利に導いた英雄として築かれたあの銅像が勇敢で
逞しく感じました。スタッフの皆さんの心からのおもてなしに感謝し乍ら、マ
クタン・セブ国際空港を後にしました。大変ありがとうございました。

南国セブ島の旅

慌しい日常生活から逃れて、毎夜違う国の料理を楽しむ至福の日 ！々 ２時
間あっという間のストーンマッサージ等、身も心も癒される旅でもありました！

私達４名の貸切りで、パンダノン島まで船で１時間！ バーベキュー
は、沢山の肉、チキン、イカ、ビール等を提供して頂き大満足♪

初めてのセブ旅行 南国の光をいっぱい浴びて、心リフレッシュの旅

完全満喫！Cebuの旅♡
今回、祖母が私と姉をセブに連
れて行ってくれました。セブに到
着すると二日前から来ていた祖
母と仲間の方々と、ガイドのシャ
ローンさん、ドライバーのフラ
ンシスさん が 空 港で 迎え入 れ
てくれ 、楽しい五日間の旅が始
まりました。コーラルポイントリ
ゾートのスペシャルビラは周り
の雰囲気も部屋の中も、外の景色
もとてもキレイで、“ザ・リゾート”
を感じることが出来ました。二日
目は船に乗って離島で B B Q。海
がとてもキレイでサンゴや貝殻

を拾ってみたり、歌を聞きながらフィリピン料理を食べたり、とっても満喫
出来ました。三日目はボホール島の旅です。教会やむかしスペイン人と仲
直りしたと言う広場を巡り、船の上でご飯を食べるクルージングを楽しみ
ました。島の原住民と遊んだり、チョコレートヒルズに行ったりと、日本で
は絶対に味わえない文化を味わいました。四日目は朝からマリンスポー
ツ！パラセーリングで空中散歩を体験しました。そして、最後の夜はビラで
パーティーを開いてもらいました。旅の中でとても印象的だったのはフィ
リピンの方々のおもてなしです。皆 “ニコニコ”笑顔で陽気に歓迎してくれ
て、とっても良い気分で旅を楽しめました。ガイドのシャローンさんの歓
迎、一緒に旅をしてくれた皆さんのプランニングは最高でした。お陰様で
記憶に残る最高の旅になりました。またセブ島の陽気な雰囲気を楽しみ
に絶対訪れます。

快適なセブ旅行！ スタッフの皆さんの心からの“おもてなし”ありがとうございま
した。飛行機から見下ろした夕焼けが神秘的で、今でも忘れられないのです！

初めてのセブ島、出発まではと
ても不安がありましたが、海外
旅行慣れの人が二人居ました
ので、おんぶに、だっこで楽し
い旅になりました。成田空港を
出発して、マクタン・セブ国際空
港に着く前の飛行機の中から素
晴らしい夕焼けを見る事が出来
ました。セブ空 港 に 着き、先 ず
はガイドさん、ドライバーさん
を見つけ安心した気持ちで迎え
に来 た 車 に乗る事 が 出 来まし
た。メイドさんが可愛い笑顔で
迎えてくれて、４泊５日の旅は
コーラルポイントリゾートで思
いっきり楽しもうと思いました。
セブに行って来た人から「マンゴジュース美味しいよ」と聞いていました。
さすが、とてもとても毎日おいしくいただきました。次の日は１時間船に
乗り、海のきれいなのに感動し、船を下りてからは用意してくれた焼肉、海
魚、ビール他いろいろ用意していただき、おいしくいただき、エメラルドグ
リーンの海で水着になり、みんなで童心にかえったように燥ぎました。船
頭では、映画タイタニックのワンシーンの経験もしました。カジノでは初め
ての機械に運良くつかまり、ラッキーでした。エステサロンでは、最高にリ
ラックスのできた時間でした。セブの町には、子供、若者、オートバイ、車
の多いことにおどろき、乗り合いバスの多いのにもビックリしました。フィ
リピンの歴史のあるお寺、セブ市を一望出来る高い山（トップス）、ショッ
ピングといろいろな所に連れていってもらいました。セブのスタッフの皆
さんに、とても良くしていただき、ありがとうございました。感謝申しあげ
ます。

メイドさんが可愛い笑顔で迎えてくれて、４泊５日の旅は
コーラルポイントリゾートで思いっきり楽しもうと思いました！

完全満喫！Cebuの旅♡船に乗って離島でBBQ、パラセーリングで空中散歩、
最後の夜はビラでパーティーとお陰様で記憶に残る最高の旅になりました

セブ市を一望出来る高い山（トップス）にて。セブの町には、子供、若者、
オートバイ、車の多いことにおどろき、乗り合いバスの多いのにもビックリ！

出発日４月１６日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　大滝さん

出発日４月１６日（４泊５日）
　　　会員歴１年１０ヵ月　中野さん

出発日４月１６日（４泊５日）
会員歴２年１０ヵ月　鈴木さん

出発日５月３日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　手島さん
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今回２度目のセブ島です。ダン
ス仲間のご家族と私と娘、７人
の 気 楽 な 旅 に なりまし た 。正
直、初めてのセブ島は体調を崩
したこともあり、あまり良い印象
がありませんでした。今回連休
を兼ねての日程なので、お勤め
の娘との念願の海外旅行が実
現しました。マクタン・セブ空港
では夜中の到着でしたが、ガイド
さん、運転手さんのお迎えです。特
にガイドのリサさんは２年前、
私がこちらで過ごした内容もよ

く覚えていてくれてびっくりです。５日間晴天に恵まれ、真夏のセブは少し
動いただけで汗がダラダラ、でも空も、海も真っ青で気持ちがいい。今回
は、前回行けなかったカモテスリゾートに行きました。その日は宿泊でき
なかったのが残念でしたが、本当に手つかずの素晴らしい島でした。今回
の貴重な体験は、ダンス教室でのレッスンです。ダンススタジオは冷房
もなく、汗だくで踊りましたが、素晴らしい先生にレッスンしていただき、こ
ちらのダンスのレベルの高さに驚きました。最後の「さよならパーティー」に
もダンサーを招き、本当に夢の様な楽しい時間でした。いつも心より楽し
ませ、きめ細かくお世話して下さるスタッフの皆さんに感謝です。また絶
対来よ～う♪素敵な真夏の夜の夢、セブ島へ！

今回の貴重な体験は、ダンス教室でのレッスンです！ みんな大満足で、最後の
「さよならパーティー」にもダンサーを招き、本当に夢の様な楽しい時間でした

何か懐かしい思い出を呼び起こす様なこの度のセブ旅行、
時代を経ての楽しい平和な時を本当にありがたく思います

ワールドビッグフォーとご縁頂い
て、まだ１年にも達していない
私を、高橋さん、大橋さんにセ
ブ島旅行に誘って頂き、初めは
人事と聞き流していましたが、
思い切って参加させて頂くこと
になりました。不思議なご縁！５
月１日マクタン・セブ国際空港に
到着。深夜にもかかわらず、前
山さん、シャローンさんに出迎
えて頂き、セブ満喫の旅のスタ
ートです。にわとりの声、青い空、
青い海に包まれ、さわやかな最
高の目覚めです。パンダノン島でのバーベキュー。ホボール島でのクルー
ジングで船上ランチ、チョコレートヒルズ観光。現地のかわいい子供達の
歓迎。ターシャとの出合い。初めてのシーウォーカーにも挑戦。毎日ショッ
ピング、エステとぜいたく三昧。食事も毎回美味しく、何とも幸せな最高の
旅となりました。旅の行程は全て前山さんにお任せで、気配り目配りして
頂き、安心して楽しむ事が出来ました。ワールドビッグフォーとのご縁がな
かったら、この様な至福の時間を味わえなかったと思います。又、機会があ
れば、もっともっとセブで幸せな時間を過ごしたいと思います。今回一緒
に旅して下さった皆様と、身の周りのお世話をして下さった現地のスタッ
フの皆様に感謝です。ありがとうございました。

Best Paradise CEBU!

今回２度目のセブ島です！ お勤めの娘との念願の親子旅でもあ
り、ダンス仲間のご家族と私と娘、７人の気楽な旅になりました♪

パンダノン島でのバーベキューやホボール島での船上ランチ。毎日
ショッピング、エステとぜいたく三昧。最高に幸せな旅が出来ました！

セブ、最高に幸せな旅 念願の親子旅

平和で楽しいセブ旅行
小学校入学の時、支那事変（昭
和１２年）となり第二次世界大
戦終戦の日、昭和２１年８月１
５日のすべての１０年間、思い
起こせば学校生活で戦時教育を
受けて育ちました。今の平和な
時代には考えられない事は山ほ
どあります。体育の時間は鍬を
かついでお芋畑に行き、畑の手
入れ、収穫の時はお芋を掘り起
こして人手不足になっている農
家へお手伝い（男の人は戦争に

出ている）。お裁縫の授業は兵隊さんのチョッキを編み棒で編んだりしてい
ました。又兵隊さん達の宿舎では、真夏の暑い中、蚊帳の破れのつくろい
（お外の暑い庭で）。戦争が無くなってからは疎開地へ（街は空襲で爆弾を
落とされるので）。電気も水道もない山を越えて田舎の方へ行き住んでいま
した。家の近くに蛇がでてきたり、アヒルやガチョウに追いかけられたり
した 事 は、懐かしい思い出です。戦時中フィリピンは激戦地で、当地の
方々はさぞ大変な思いをされた事と偲ばれます。この度のセブ旅行、時代
を経ての楽しい平和な時を本当にありがたく思います。セブでの美しい
海、景色、当地の方々のご親切なおもてなし、至福の数日を過ごさせてい
ただき、感謝申し上げます。

今回一緒に旅して下さった皆様と現地のスタッフの皆様に感謝です！
機会があれば、もっともっとセブで幸せな時間を過ごしたいと思います

念願の母との海外旅行が、今回
のセブで実現しました。深夜に
も関わらずメイドさんが笑顔で
お出迎え。広いリビングは開放
感抜群！お好みのベッドルーム
で就寝。翌朝カーテンを開ける
と、真夏の太陽にきらめく海が広
がるオーシャンビューの美しい景
色が目の前に…そんな景色を見
ながら、毎朝メイドさんお手製
の朝食で１日が始まる。なんて
贅沢な時間でしょう。天気を見
て、毎日の予定を決める事がで
きる旅は、ガイドのリサさん、ド
ライバーのベルナルドさんがい
つもサポートしてくれるからで
す。バンカーボートで行ったカモテス島では、お魚やお肉のランチにとり
たてのヤシの実のジュースに、手作りのお料理を美味しくいただきまし
た。食後は海の見えるプールでヨガポーズ！帰りは夕陽を見ながら時間が
ゆっくり流れました。夜は社交ダンスが好きな母と仲間とディスコへ…初
のセブナイト、ダンサーの優しいリードで気付けば３時間踊りっぱなしの
私！晴天の日は、パラセーリングに挑戦。セブ本島・マクタン島が一望で
き、まるで鳥になった気分でした。最終夜は “さよならパーティー ”が開催
され、豪華な食事に生のバンド演奏。ガイドさんの誕生日のお祝いも兼ね
て踊って笑って最高に盛り上がりました！毎日笑顔で沢山のサポートして
くれたスタッフの皆様に心から感謝したいです。自分にとっても、色んな
方々との出会い、発見のあった素晴らしい５日間でした。最後に私を連れ
てきてくれた母へ…本当にありがとう♪

“さよならパーティー”では、豪華な食事に生の
バンド演奏。踊って笑って最高に盛り上がりました！

平和で楽しいセブ旅行！ 美しい海、景色、当地の方々のご親切な
おもてなし、至福の数日を過ごさせていただき、感謝申し上げます

念願の母との海外旅行！ 自分にとっても、色んな方々との出会い、発見のあった
素晴らしい５日間でした。最後に私を連れてきてくれた母へ…本当にありがとう♪

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴３年３ヵ月　柏葉さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴３年３ヵ月　夏目さん

出発日５月１日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　永原さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年　河野さん
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今年は４月ではなく、５月のセ

ブに行きました。コーラルポイ

ントリゾートに行く途中に大き

なビルが建築中でびっくりしま

した。マクタン島はどんどん発

展しています。コーラルポイン

トリゾートに到着、いつものよう

に「ただいま」メイドさんたちの

「お帰りなさい」う～ん、いい響

きです。ゆったりと、８泊９日の旅が始まりました。４年ぶりにボホール

島に行きました。かわいいターシャやチョコレートヒルを見て回りまし

た。地震で壊れた建物が痛々しく見えました。今年も年に一度、９日間の

バカンスを心ゆくまで楽しんで、太陽をいっぱいあびて、（肌にはダメージ

かも）リラックスした日々をすごして来ました。パーティーではとっても怖そう

でおいしそうな豚の丸焼きを食べて、あっと言う間の日々を過ごしました。

ワールドビッグフォー様のお陰です。また１年頑張って、来年もセブに出

かけたいと思います。ありがとうございました。

パーティーではとっても怖そうでおいしそうな豚の丸焼きを食べて、
あっと言う間の日々を過ごしました。来年もセブに出かけたいと思います

神秘的な洞窟探検へ。サンゴ岩の中を下る先には、自然が作った
真水のプールがあり、恐々入るも、時間のたつのも忘れる程であった

今年は運よくゴールデンウィー
ク前半に休暇が取れて、２回目
のセブ旅行に行く事になった。
前回１月は、肌寒い曇り空が多か
ったが、今回は晴天続きで南国
ムードを満喫する事が出来まし
た。２日目は、前回波の状態が
良くなくて船で行けなかった念
願のカモテス島へバンカーボー
トで繰り出した。真夏の太陽が
照りつける深いコバルトブルー
の穏やかな海の上を風が渡り
滑るように走るボート。遠くに
見える入道雲、時折姿を見せる
イルカの群れなどを眺めながらの船旅は、日常の喧騒を忘れさせてくれて
心もからだも癒された。カモテス島が近づくにつれて、海の透明度が増し
てきれいになり、海底に珊瑚や海草が揺らめいているのが見えるようにな
ってきた。そして珊瑚の岸壁に建つ地中海風の白亜の別荘はヤシの木とプ
ールに囲まれて、透明なエメラルドグリーンの海を見下ろす高台に建てら
れていた。ここで昼食のバーベキューを頂いた。海をそよぐ風を感じなが
ら炭火焼の地鶏やカツオ、エビ、イカの煮付けなど地元料理をリッチな気
分で頂いていると、脳裏にはジュディー・オングの「魅せられて」の一節
“Wind is  blowing from the Aegean”が流れていた。腹ごなしに魚と一緒に
ひと泳ぎした後、帰りのボートでは “ウトウト”眠りに落ちた。目が覚めると
コーラルポイントリゾートに日が落ちかけて、夕陽がヤシの木の向こうの
水平線を赤く染めていた。

第９回目のセブ旅行

今年も年に一度、９日間のバカンスを心ゆくまで楽しんで、太陽をいっ
ぱいあびて、（肌にはダメージかも）リラックスした日々をすごして来ました

念願のカモテス島へ繰り出した！ 海をそよぐ風にリッチな気分♪
脳裏にはジュディー・オングの「魅せられて」の一節が流れていた

２回目のセブはカモテス島 ５回目のお帰りなさい

7回目のセブ
季節的にバラが咲き、丁度良い
時期の5月2 8日から6泊 7日、1 0
人で7回目のセブ島。健康でお仲間
と来られる事に感謝です。マクタ
ン・セブ空港へ到着、夕焼けであ
る。コーラルポイントリゾートに
着くと、マンゴジュースで歓迎！最
高の至福を感じ、嬉しさで いっ
ぱ い に なりました 。いよいよセ
ブの1日が始まる。皆おこないが良
いので天気！バンカーボートでカ
モテス島へ３時間の船旅。イルカ
が無数に飛び跳ねる。魚の群れを
見ると大声でワイワイはしゃぐ。嬉
しさのあまり雄大な海のデッキで
ポーズをとる。焼魚、焼鳥を堪能
しました。この後、神秘的な洞窟

探検へ。サンゴ岩の中を下る先には、自然が作った真水のプールがあり、恐々
入るも時間のたつのも忘れる程であった。夕食後、雄大な海、星がきれいな
景色の中プールへ。温かく、温泉に入っている気分。カモテスしか味わえない
幸せなひとときでした。次の日はホワイトビーチへ。パンダノン島の浅瀬で水
とたわむれた。ボホール島は2013年10月、歴史的にも貴重な教会等が倒壊
した地震の爪痕が残っていた。世界最小と言われる眼鏡猿（ターシャ）の見
学は、ほぼ野生の環境で数が少なく、またスコールだったので葉の中でしっ
かり木にしがみ付いていてあまり良く見えない。水上バイキングは本場のココ
ナツが美味しかった。行方会長様のプレゼントであるパーティーでは、大盛り
上がり。白川夫妻のケーキカット、メイド、ガイド、ドライバーに土屋さんか
らのプレゼント♪凄く楽しい！感動のパーティーでした。出発までいろいろ
お気遣いして下さった村松理事様はじめ、土屋さん、ガイドのリサさんには
心より感謝、有難うございました。

ゴールデンウィークを利用して２回目のセブへ！ 今回は晴天続きで南
国ムードを満喫。日常の喧騒を忘れさせてくれて心もからだも癒された

今年で私にとってセブ旅行は、

早くも９回目となりました。今年

は８泊９日で仲間と共に８名で

行って参りました。初めて行っ

た頃に比べるとセブ市内の車も

景色もずいぶん変わりました。

発展途上中のセブ には 毎 年 驚

かされます。年に一度のセブ旅行、今年もゆっくりと過ごさせていただきま

した。昨年も行ったカオハガン島には今年も行き、鮮やかで綺麗で大きな

キルトを買ってきました。毎年どんなキルトが出来上がっているのか楽し

みです。毎日のプールに美味しい食事。今年もとても楽しい旅になりま

した。セブにいても、日本にいても、ワールドビッグフォー様には感謝で

いっぱいです。ありがとうございました。

カオハガン島には今年も行き、鮮やかで綺麗で大きなキルトを買っ
てきました！ 毎年どんなキルトが出来上がっているのか楽しみです

バンカーボートでカモテス島へ３時間の船旅！ イルカや魚の群れを見る
と大声でワイワイはしゃぐ。嬉しさのあまり雄大な海のデッキでポーズ♪

今年で私にとってセブ旅行は、早くも９回目！ 仲間と共
に８名で、今年もゆっくりと過ごさせていただきました！

出発日５月１１日（８泊９日）
会員歴８年１１ヵ月　佐藤さん

出発日５月１１日（８泊９日）
会員歴８年１１ヵ月　月岡さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年　黒岩さん

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴９年１１ヵ月　長谷川さん
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今回はカモテスリゾート、バディ
アンゴルフリゾートにも宿泊し、
新たな体験を沢山させていただ
きました。眠りを誘う心地良い
エンジン音を体に感じ、じかに
南国の海の波と風に触れ、ボー
っと島々を眺めながらのバンカ
ーボートでのカモテス島への往
復。静かで透明な青い海を前に
スタッフから心を込めて作って
いただいた食事の美味しかった
こと。本当に癒しの一時でした。
渋滞のセブ市内、曲がりくねった
山道と日本にもある風景ですが、

バディアンゴルフリゾートまでは長かった。そして森を抜けるとパッと広
がる海。「ここにもこんな素晴らしいリゾートが…！」次は「ゆっくりと下手
なゴルフでも」と思ってしまいました。それにしても、カワサン滝では死ぬ
かと思った “筏での滝打ちマッサージ！？”もう一度で充分と…！初めての
シーウォーカーは、泳げなく水の嫌いな私には大変な恐怖でした。しか
しインストラクターの丁寧な誘導に安心して色鮮やかな熱帯魚に触れ、
南国の海中の一端を見る事ができ、本当に良い経験となりました。さら
に様々な美味しいフィリピン料理を味わい、セブの歴史を知る観光スポッ
トの見学など、沢山の体験をすることができました。これも多くのスタッフ
の支えのお陰と心より感謝しております。今回の旅を通して、改めてワール
ドビッグフォーの理念のすばらしさとその理念の確実な遂行を実感す
ることができました。本当にありがとうございました。

初めてのシーウォーカーは、本当に良い経験となりました！ 色鮮
やかな熱帯魚に触れ、南国の海中の一端を見る事ができました

パーティーはとても楽しく、お腹の皮がよじれる程笑いました♪お祭りには欠
かせないという「子豚の丸焼き」がテーブルに並んでいるのには驚きました！

今までは、冬にセブへ行ったの
ですが、今回は夏。なんとなく荷
物も軽いようなウキウキ気分で
日本を後にしました。コーラル
ポイントリゾートに着くと、メイ
ドさんが大好きなマンゴジュー
スとオイルマッサージで迎えてく
れました。夜でしたので海を見
る事は出来ず残念でした。翌朝
はゆっくり起きると、きれいな
海、ピンク、白のブーゲンビリ
ア、ヤ シ の 木 が た まら な い 美
しさ。朝食を済ませ、バンカー
ボートでカモテス島へ行きまし
た。写真通りの素敵な建物と中は広く豪華なお部屋♪二人じゃもったいな
いようだ。夕食後プールへ入ったら、温かくて温泉に入っている様で気持ち
よかった。その晩はカモテスリゾートで一泊しました。翌朝はティモボ洞窟
観光、ホワイトビーチへ行って海へ入った。泳げないけど、泳ぐまねをして楽
しかった。次の日は、パンダノン島へ行った。今日も海遊びで陽にやけた。フ
ィリピンは島だらけで、島の名前が覚えられない。５日目は早めに朝食を済
ませてボホール島へ。ロボク川下りをしたり、メガネザルのターシャを見に行
った。ターシャが黒く小さくてよく見えなくて残念だった。６日目は、デパート
へお買い物に行き、明日の帰国の用意をしました。夕方から行方会長様か
らの御好意でお別れパーティーをしていただいた。食べたり、笑ったり、踊
ったりと、６泊７日の楽しい旅は終わりました。コーラルポイントリゾートの
皆様、御一緒されました皆様、有難うございました。楽しい旅でした。

心に残る最高の旅

再びセブ！ 今回はカモテスリゾート、バディアンゴルフリゾート
にも宿泊し、新たな体験を沢山させていただきました！

カモテスリゾートで一泊！ 翌朝はティモボ洞窟観光、ホワイトビーチ
へ行って海へ入った。泳げないけど、泳ぐまねをして楽しかった♡

至福の時をありがとうＮo.3 再びセブへ

やっぱりマンゴがおいしい！
「セブにはいつ行けるの？」一緒に
行く方々との日程調整が何度かさ
れて、ようやく６月に決まり、この
日を心待ちにしていました。コー
ラルポイントリゾートに到着し
たのは夜でした。可愛いメイドさ
ん達が、素敵な笑顔で出迎えてく
れました。ＪＷＢホテル見学で
は 、日 本 人 学 生 に 出 会 い まし
た。語学留学終了後は、英語や
留学の経験を活かす職業に就
き た いと力 強く話して い まし
た 。カモテス島は、少し遠かった

ですが、とても綺麗なところでした。帰りにはイルカの群れを見る事ができま
した。バディアンでは、カワサン滝に打たれて来ました。狭くてデコボコした
道を走るバイクに恐怖を感じながら走ったり、打ち砕かれそうな滝の強さ
に耐え頑張りました。待望のパラセーリングやシーウォーカーも初めての
体験でした。最後の夜のパーティーはとても楽しく、お腹の皮がよじれる程
笑いました。お祭りには欠かせないという「子豚の丸焼き」がテーブルに
並んでいるのには驚きました。セブ旅行では、４つのリゾート施設を見た
り利用させて頂きました。大好きなマンゴーを毎日食したことや、欲しかっ
たお土産を買うことも出来ました。そして、何よりもお世話して下さったセ
ブのスタッフの方々に心から感謝します。ありがとうございました！

バンカーボートでカモテス島へ行きました！ 写真通りの素敵な
建物と中は広く豪華なお部屋♪二人じゃもったいないようだ！

6 泊 7日の毎日が好天に恵まれ
たことにより総勢１０名の、「あ
れをしたい！ここに行きたい！」
という欲張り希望が全部叶うと
いう最高の旅でした。カモテス
島への１泊旅行では、途中イル
カに出会い、島ではバーベキュ
ーをし、洞窟やホワイトビーチ
で泳ぎました。市場で食材の買
出しをしてメイドさんに調理し
てもらった料理の美味しかった
こと。コテージは広くて豪華、海
の色はコバルトブルー、南国の
リゾート…夢のようでした。パンダノン島でもバーベキューをし、魚を見
ながら童心にかえって泳ぎました。ボホール島ではチョコレートヒル、タ
ーシャ、ロボク川クルーズを楽しみました。最後の夜のパーティーでは、み
んなで踊って大騒ぎ。土屋統括からのサプライズプレゼント！！夫はケーキ、
私は素敵なバッグを頂きました。さらに、すべてのメイドさんにも沢山のプ
レゼント！！旅が決まった時からの周到な準備と、旅の間の細やかな心づ
かい、みんなに楽しんでもらいたいという土屋統括の心意気に感服です。
同行させていただいたメンバーみんな素敵な方達で、いつも笑いが絶えま
せんでした。心に残る最高の旅が出来ました。お世話になったメイドさん
達、ワールドビッグフォーの皆さん、有難うございました。

欲張り希望が全部叶うという最高の旅でした♪旅の間の細や
かな心づかい、土屋統括からのサプライズプレゼントに感激！！

ありがとうございました！ 待望のパラセーリングやシーウォーカーにも挑戦！
大好きなマンゴーを毎日食し、欲しかったお土産を買うことも出来ました♪

6泊7日、総勢１０名の心に残る最高の旅でした！ 写真はボホール島。
ロボク川クルーズにて飛び入りで “バンブーダンス ”を体験！

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴２年９ヵ月　白川さん

出発日６月３日（６泊７日）
会員歴８年１０ヵ月　遠藤さん

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴５年１１ヵ月　白石さん

出発日６月３日（６泊７日）
会員歴１１ヵ月　花岡さん


