
 

ごあいさつ
新しい発見の数々に人生観も変わるワールドビッグフォー究極のリゾート。

日本から僅か４時間、時差１時間程で身体にも優しく素晴らしい南国情緒を体験できる

セブ島は１年を通して温暖で豊かな自然環境。アジアの中でも人気が高く、特に女性には嬉しい

エステやマッサージ、ショッピング等が充実！現地での食事も大変好評で気軽に安心したご旅行が

老若男女を問わずお楽しみ頂けます。また健康管理を目的とした定期的なご利用者も年々増加傾向

にあり、優しい環境は、私達に生きる喜びと感動、掛け替えのない健康づくりへと役立ちます。

１年に何度でもワールドビッグフォー究極のリゾートへ！元気と笑顔に満たされた至福の

ひととき、大自然が持て成す癒し安らぐ究極のリゾートライフをいつでもご提供致します。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、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。

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！雨後の新緑もひときわ濃く感じる季節、皆様健やかにお過ごしのことと
存じます。セブ島は、現在雨季シーズン（一般的に乾季が１１月から５月、雨季が６月から１０月）。ただ、雨季と言っても
日本の梅雨のようにジメジメしたイメージはなく、１日どこかでスコールが降る程度ですので季節を選ばず一年中ご旅行
もマリンスポーツもお楽しみ頂けます。南国ならではの色彩豊かな花々や温暖な気候のもと、現地専属通訳をはじめ
ワールドビッグフォースタッフ一同、皆様のセブへのお越しをお待ち致しております。尚、ご旅行のご予約や詳細等は、
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

ワールドビッグフォー　本部事務局
◆お問い合わせ◆

〒113-0034 東京都文京区湯島３－17－１ 湯島大同ビル3階・4階
TEL：０３（５８１７）０７０１　            　　FAX：０３（５８１７）０７０２
URL  http://www.wb4.jp/                   編集担当：齊藤・伊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

（注）年末年始等のピークシーズンは、ご予約時の混雑状況により料金が高くなります。現時点では
　　まだ分かりませんのでお問い合わせ下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
①上記料金は平成28年5月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②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。
③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。
④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。
⑤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。
⑥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

０６／０１～０９／３０ ￥75,890円より ￥60,000円より ￥10,400円より

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）

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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セブ島の壮大な自然に包まれた究極のリゾート

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治



1 2

友人の発案で「せっかくだからセブ
に行こうか、お母さんも一緒に！」と、
声を掛けて頂き、初めてのセブ旅
行へ。友人はマニラ経由で既に
出発。私達は日本からの直行便と
は言え、英語もろくに話せない母
と二人で飛行機に乗るのがドキド
キでしたが、１便遅れてセブ入り
する朝田さん一行が同じ飛行機
で行けることになり心強いスター
トとなりました。マクタン・セブ空
港で友人と合流。マニラ、セブを
一足先に楽しんでいたようです。

今回、セブに行くのにお願いしたのがボホール島。数年前に本屋さんで見つけ
た「世界の絶景」のような題名の本で、ボホール島のチョコレートヒルを見てか
ら行って見たかった！本で見たのはまさにチョコレート色でしたが、私が見たの
は抹茶チョコレートヒルかな（笑）不思議でかわいい景色を堪能しました。他にも
ランチクルーズを楽しんだり、ビーファームで美味しいアイスクリームに感激した
り、往復のフェリーの冷房ガンガンには困りましたが一つの目標を達成！満足で
した。他にも初シュノーケリング、初パラセーリング、初シーウォーカー、初メイド
さんがいる生活！初めてだらけのセブでした。もっとのんびり読書でもする時間
があるのかと思ったら、超アクティブで５日間があっという間でした。同行して頂い
た朝田さん、ガイドのリサさん、男前のドライバーさん、かわいいメイドさん、本当に
ありがとうございました。

初シュノーケリング、初パラセーリング、初シーウォーカー、
初メイドさんがいる生活！ 初めてだらけのセブでした！

展望台までは頑張って上がりました！ 不思議な形の
山々が連なるチョコレートヒル！吹く風も心地良かった♪

今回は、４名でセブへ。伊那谷から
セントレア（中部国際空港）までの
時間は短くとても楽になりました。
昨年会員になって下さった方々は、
いろんな国々を旅 行されている
方でした。一番心配していた事は
セブの天候です。「あのエメラルド
の海を一番見せてあげたい…！」
と祈る気 持ちでした。「 大 丈 夫！
晴れ女の集まりだから」と本当にそ
の通り連日の晴れ！いつものエメ
ラルドの海が私達を迎えて下さり、
感動のひと言です。日本の気温も
忘れて、ベランダで波の音を聞きながら爽やかな風の中、アルコールをいただき
ながら話に花が咲き夜中まで。４泊５日一緒に生活していると、姉妹の様な親し
い関係になりました。バンカーボートでは、新潟の方と御一緒させて頂き会話も
進みこれもまた楽しい思い出となりました。エメラルドの海の中、遠くの方まで泳ぎ、
白い砂浜とエメラルドの海、雲ひとつない青空は、絵に描いた様です。日本か
ら持って行ったカリンバの楽器で♪ふる里♪を海辺で弾きました。波の音が
一緒に歌って下さっている様で、尊い癒しの時間でした。無事帰国途中、
「セブは楽しかった。また来たいネ！今度は家族や孫を連れて来たい」とセブで頂
いた幸せな時間を、皆に分けてあげたい気持ちでした。そんな想いも、私達を
サポートして下さったセブのスタッフの皆さんのお陰と感謝申しあげます。

何回でもセブへ

「世界の絶景」本で見たのはまさにチョコレート色で
したが、私が見たのは抹茶チョコレートヒルかな（笑）

新潟県の方とパンダノン島へ…
楽しい時間でした！

静かに流れる時間の中で 初めてのセブ旅行へ

セブ島に行こう！
「お母さん、セブ島に行こう！」と娘
に誘わ れセブ 島に。あれして、
これして…とプランが盛りだくさんの
様子で体調が気になりましたが、
移 動が全て乗り物で楽でした。
娘にのせられて、７４歳で初シュノ
ーケリング、次は初パラセーリング、
今度は初シーウォーカー！めまぐる
しく時間が過ぎていきます。中でも
パラセーリングは気持ちよかったぁ。
大空高く上がりましたが、全然怖く

ありませんでした。眼下に広がる青い海も綺麗でした。ボホール島ではチョコ
レートヒルまで行く道中、のどかな風景が広がり気持ち良かった。丘のふもとから
展望台までの階段は疲れましたが、ここで上まで行かなかったら絶景が見れない！
と思い頑張って上がりました。不思議な形の山々が連なるチョコレートヒル！
吹く風も心地良かった。フィリピン料理、中華料理、韓国料理にホテルのバイキング。
食事も何を食べても美味しかった。朝食もオムレツにかわいい絵が入っていたり、
メイドさんの気遣いを感じました。水着などのお洗濯もして頂いて助かりました。
暑い外気温と室内の効きすぎる冷房には参りましたが、あっという間の５日間
でした。お世話をして下さった皆さん、ありがとうございました。

同級生とセブへ。
早い夢の実現となりました！

今回はセブ島初めてのいとこの
家 族と主 人と６人の旅でした。
例年より暖冬の信州から、常夏の
島へ。でもセブ島の気温はとても
過ごし易く２９℃位の毎日でした。
マクタン・セブ空港でガイドのミキさん
が私達を見つけ、迎えてくれました。
先 ずは一 安 心です 。夕食はフィ
リピン料理のレストラン「マリバゴグ
リル」へ。南国ムード漂う灯かり、
樹木、バナナの葉のお皿。相変わら
ず大勢の人で賑わっていました。
どの料理も口に合い美味。フルーツ
スタンドに寄り食べてみたい果物
を購入。コーラルポイントリゾートでは懐かしいメイドさん達に出迎えられ、マンゴー
ジュースを頂きました。翌朝、早くから第一の目的であるゴルフを楽しむ。暑さを忘
れて楽しくプレーが出来て良かったです。市内観光、ショッピング、ついでに夫は
床屋で髪を整えその安さに驚き！料金５０ペソ＋チップ５０ペソの合計１００ペソ！！
（約230円）第二の目的はギター工場。質の高いギターを製造しているということで、
従兄弟の家族はお気に入りの一品を購入出来ました。第三の目的はマリン
スポーツでした。シーウォーカー、パラセーリング、天候が良く楽しめました。さよな
らパーティーは、生バンドの演奏でダンスをし、大いに汗をかき、従兄弟のご主人は購入
したギターでバンドの皆さんに劣らぬ演奏を披露しました。楽しい一時は束の間。
ワールドビッグフォーのスタッフの皆様ありがとうございました。またいつか、セブ
の風を感じに行きたいと思います。

質の高いギターを製造しているという工場へ！ 従兄
弟の家族はお気に入りの一品を購入出来ました！！

７４歳で初シュノーケリング、次は初パラセーリング、
今度は初シーウォーカーとおもいっきり海を満喫しました！！

全ての目的を満喫しました！ 楽しい一時は束の間…
またいつか、セブの風を感じに行きたいと思います

出発日１月８日（４泊５日）
会員歴９年１０ヵ月　久保田さん

出発日１１月２１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　古田さん

出発日２月２０日（４泊５日）
会員歴１７年３ヵ月　池上さん

出発日１１月２１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　中本さん
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１０日間も！！と思っていましたが、
あっという間で足りない位。着い
た翌日は一ヵ月に一度行われると
言う刑務所の囚人によるダンス見
学へ。数百人のダンサーと化した
囚人の中には、アイドル顔負けの
ダンサー達が居て（スターダンサー
と言うらしい）、圧巻のダンスパフ
ォーマンスに魅了されました。毎朝
食に出る果物やジュースの美味し
かった事！ネイル、足 裏マッサー
ジ、ショッピング、マリンスポーツ、
ニューハーフショー、カモテス島、
ボホール島等、バラエティーに富

んだ食事と色んな計画をしてくれた結城さん、ありがとう！カモテスの海は今ま
で見たことのない感動の色、満天の星空、夜中、キングサイズベッドから落ちて
しまった（日本ではシングルベッドで落ちた事はないのに）。翌朝、頭痛と吐き
気がしたので、コーラルポイントリゾートに戻って直ぐ病院でＣＴ検査を。その
翌日には、ドクターがわざわざ様子を見に来てくれました（これにはビックリ）。
毎日遊んで帰ってくると、「お帰りなさい」と迎えてくれるメイドさん達は本当に
可愛くて、実家に帰ったような安らぎ。私達のわがままを聞いては案内してくれ
る通訳のシャローンは、いつも笑顔で頼もしく、本当に助けられました。夜は豪
華なお部屋でオイルマッサージを受けながらお姫様のように眠りにつきました。
セブ島にいた１０日間の全てが素晴しく最高の思い出です。最高の１０日間を
与えて下さったワールドビッグフォーの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

毎日「お帰りなさい」と実家に帰ったような安
らぎ♪最高の１０日間ありがとうございました！

金運の大蛇を首に巻いての最強体験！ １６歳と
１９歳の息子達もマリンスポーツ体験にも大満足！！

ワールドビッグフォーに入会してい
たのですが、家庭や仕事の事情
でセブ島行きを諦めていました。
そんな時、宿岩さんと友人が私の
背中を押してくれ、セブ島行きが
実現しました。初めての海外旅行。
ドキドキ、ワクワク。旅行行程は先輩
方に誘導して頂き、マリンスポーツ、
市内観光、ショッピング、マッサージ、
島巡り等、貴重な体験をしてセブ
島を満喫しました。そんな中、常夏
の温暖な気候、雄大で自然豊富
な環境の中で島民はどんな暮らしをしているのだろうかと思い、島内を見渡しま
した。道幅が狭い両側に軒続きの店が並んでいる。商店街には痩せた犬、
元気な鶏、夜は大人も子供も遅くまで戸外に出て暑さをしのいでいる。貧富の
差が激しい島民の生活。飲料水は蛇口からは飲めず、買っている。カオハガン
島などでは生活水を得るため水瓶に雨水を蓄えて使用している。南国での暮ら
しは不便な事も多いことを知りました。又、セブ島４日目、１月１７日（第３日曜日）
は幼きイエス像サント・ニーニョを崇めるセブ版リオカーニバル「シヌログ」
フェスティバルの大パレードにも参加することができました。素晴らしいセブ島
旅行で心も身体も癒され、人生観が変わりました。現地でお世話になった方々、
一緒にセブ島旅行に参加して下さった仲間に感謝です。また機会があったら
是非行きたいです。ありがとうございました。

２回目のセブ旅行

あっという間で足りない位、バラエティーに富んだ
食事と色んな計画をしてくれた結城さん、ありがとう！

「シヌログ」フェスティバルの大パレ
ードにも参加することができました！

人生観が変わるセブ島旅行 最高の１０日間！

私達家族のセブ・セレブ旅～感謝と祈り～
この度、私共家族も初めてセブ島
での家族旅行を満喫させて頂き、
誠にありがとうございました。フィリ
ピンは近年環境整備を推進する
国として人気のスポットですが、
ワールドビッグフォーリゾートの会員
専用宿泊施設「コーラルポイントリ
ゾート」はセレブで安全な空間で、
私共を担当してくださいましたスタッフ
の皆さんが大変気持ちよく、快く
接待して下さり、私共は安心して、
また様々な体験を数時間で無駄
なく楽しむことが出来ました。観光
は貴重な体験が多く、ボホール島

のチョコレートヒル、世界最小のメガネ猿ターシャとの出逢い、金運の大蛇を首
に巻いての最強体験も忘れられない思い出となりました。最上級のセレブサロン
では温められた石を使ってのストーンマッサージ、ダイヤモンドの美顔エステ等、
格安料金で利用出来ました。ダイビングポイントではエメラルドグリーンの美しい
海で風を感じ、神と光に感謝しダイバー体験や水上バイク、貸切のバンカーボ
ートに数名のスタッフさんも同行して頂き誠に安心で、息子達も初体験に満足
しておりました。セブの住人はセブアーノ（セブ語）と呼ばれビサヤ人、中国人、
スペイン人の混血の子孫と言われていますが、文化はゆったりと人々は親しみ易
い印象を受けました。初めて訪れたフィリピン・セブ、マクタンは最適なタイミング
で私達を迎えて下さり、スタッフの皆さんのお陰で大好きなスポットとなりました。
地球は美しく人々は素晴らしい、神仏は私達に最高の贈り物を与えて下さいました。
誠にありがとうございました。

友人が私の背中を押してくれ、セブ島行きが実現
しました！初めての海外旅行。ドキドキ、ワクワク♪

又、セブに来られて良かったと思
いました！前回はなかった体験も
できたりして有意義でした。到着
した翌日には 刑 務 所 の 囚 人 の
ダンスを見学！囚人のベテランの
方もそれなりの方も一生懸命周
りに合わ せて踊っていました。
ボホール島ではターシャが日中睡
眠しているのだが、すぐ近くの木
の上で大きな目を一瞬パッチリと
開けた子供ターシャがいて、とて
も可愛かった事。ロボク川では、船上のバイキング後に川べりで現地の方々の
演奏とダンスを見学し、船から降りてバンブーダンスを体験させて頂きました。
カモテス島では１泊しましたが、夕食前に停電したので、初めは驚きましたが、
のんびりと夜空の星を眺めているとホタルが飛んでいたりして、楽しみながら電気
の復旧を待ちました。カモテス島から帰る途中、白い砂浜の島へ寄り、水中の
木目の細かい白い砂の上を裸足で歩くと気持ち良かったこと、水もきれいなので
小さな魚が泳いでいるのが見えたりして、マイナスイオンを存分に浴びてきました。
ガイドの方は頼もしい方で全員ファンになりました。ドライバーさん・メイドさん達にも
大変お世話になり、本当にありがとうございました。

カモテス島では夕食前に停電しましたが、のんびりと夜空の星
を見ていたりホタルが飛んでいたりして素敵な時間でした♪

初めてセブ島での家族旅行！ 貸切バンカーボート
で楽しく明るい担当スタッフさんと思い出の一枚！

ロボク川では、バイキング後に演奏とダンスを見学！
私も船から降りてバンブーダンスを体験させて頂きました！！

出発日２月２６日（９泊１０日）
会員歴４年７ヵ月　真壁さん

出発日２月２６日（９泊１０日）
会員歴１年２ヵ月　歯黒さん

出発日１月１４日（４泊５日）
会員歴６年　今井さん

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　河野さん
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前回、初参加させて頂いてから早
いもので１年１０ヵ月程経って２回
目のセブ旅行でした。今回もいく
つかの感動と体験がありました。
まずバディアンゴルフリゾートでの
ゴルフプレーでした。総勢７名で
の参加でしたが、チョット寂しい３人
でのプレーでした。でもキャディー
さんの笑顔と笑い声でスコアは別
として、楽しいゴルフが出来ました。
次はジンベエザメと海上での出会い。
目の前に大きな姿を見た時は本
当に感動しました。餌付けされて
いるとはいえ、天然育ちのサメが

泳いでいる光景は「素晴らしい」の一言です。山の展望台からの夜景も素晴
らしかったです。日々発展していくセブ島、今もビル建設ラッシュでコーラルポイ
ントリゾートの近くにも大きなマンション＆ホテルが建設中で、今度来た時にはど
の様に変わっているのか興味がわく反面、今迄素晴らしかった景観が損なわ
れてしまわないか？チョット心配です。思いもかけない事もありました。旅行中、
妻の誕生日でしたが、中国料理バイキング夕食時、ガイドのシャローンさんのお
気遣いでバースデーケーキをプレゼントされました。又、帰国前夜のサヨナラ
パーティーでも生バンドを背景にバースデーケーキとメイドさん達皆さんで祝ってい
ただき、旅行中２回も祝ってもらうなんて夫婦で大感激でした。こんなにも素晴ら
しい計画をして頂いたワールドビッグフォー関係者の皆様に感謝申しあげます。
また行けるかなぁー〝セブ島〟絶対行くぞ！！

バディアンゴルフリゾートへ！ スコアは別として、キャディ
ーさんの笑顔と笑い声で楽しいゴルフができました♪

セブ市内観光とショッピングを楽しみ、当初
から楽しみにしていたエステも堪能しました！

今回は２回目のセブ旅行。コーラ
ルポイントリゾートに着いた翌日、
バディアンゴルフリゾートへ。私達は、
カワサン滝へ。滝の水圧は、かなり
高く肌に感じる程、悲鳴を上げ、
手で頭を抱えながら滝に打たれま
した。３日目：今 回の目的である
ジンベエザメのいるＯＳＬＯＢへ。
沖には約３０隻の船。私達は２４７
番目、１時間以上待ったかな？！！
待っている間にもサメの背びれ、
尾 び れ が 見えると「 アッ！見え
た・・・」と。舟で沖に出ると、サメは雄大に泳ぎながら接近し大きな口をパックリ
開け、エサを飲み込む様を間近に見ることが出来満足。４日目：ナルスアン島へ。
ここの海は深くて足が着かなかった為、縄に捕まりながらのシュノーケリング、
魚の大群、大きなヒトデ等々を見学。別の場所では、船頭さんに手を引いて頂き
エメラルドグリーンの海でシュノーケリングを。足のつかない海で泳ぐなんて初体験、
怖かったですが良い体験に。５日目：セブの夜景とニューハーフショーを楽しみ、
６日目は射撃体験。男性は拳銃、女性はライフル。重いので砂嚢に固定し何ｍ
か先の的を目掛け「バーン」。最初は恐怖感がありましたが、やってみると意外
と楽しかった。とにかく充実した日々を過ごすことができ満足の旅でした。

初めてのセブ旅行

妻の誕生日に専属通訳シャ
ローンさんからサプライズケーキ！

カワサン滝では悲鳴を上げ、手で
頭を抱えながら滝に打たれました！

満喫したセブ旅行 セブ島は楽園

初めてのセブ島旅行！
初めてのセブ旅行にワクワクしなが
ら早朝６時に長野を出発し成田空
港へ。１４時２５分のフライトを待っ
ているとアナウンスで「強風の為、
給油後はマニラ経由で向かいます。
到着時間は２１時を予定しており
ます…」！？なんと、４時間のフライト
のはずが６時間に！！マクタン・セブ
国際空港に着いた頃にはヘトヘト
でお腹もペコペコ。空港の外で、
先に現地入りしていた鈴木統括さん、
ガイドのミキさんの姿を見つけホッ
としました。その日の夜はピザを

テイクアウトし、フルーツを買い、遅くまで待って下さったメイドさん達にマンゴー
ジュースを作って頂き、ハプニングも笑い話になりました。２日目はセブ市内
観光とショッピングを楽しみ、当初から楽しみにしていたエステも堪能しました。
３日目はボホール島へ。セブとはまた違った風景や、チョコレートヒル、なんといって
もメガネ猿のターシャにメロメロでした。４日目は無人島でシュノーケリングとバー
ベキュー。海の無い長野県民にとっては憧れのエメラルドグリーンの綺麗な海！
間近を泳ぐ魚に感動しました。コーラルポイントリゾートもとても豪華で、寝心地の
良いベッドが毎日の疲れを癒してくれました。優しいメイドさん達、笑顔でハードスケ
ジュールに付き合ってくれたガイドのミキさん、ドライバーのベルナルドさん、感謝の
気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。またご一緒して下さった
佐久間さんご一家には最後までご迷惑をお掛けしました。ありがとうございました。

ジンベエザメのいるＯＳＬＯＢへ！
沖には約３０隻の船。私達は２４７番目

入会して一年、長野から７名でセ
ブへ。私以外の人達は２回目で、
マクタン・セブ空港で出迎えてくれ
たガイドのシャローンさんと再会の
挨拶をしている。初めての私にも
気遣いよく声を掛けて下さって安
心しました。コーラルポイントリゾート
に着くとメイドさん達が迎えてくれ、
美味しいマンゴージュースを頂き、
明日の予定を確認して各部屋に別
れて休む。２日目、バディアンゴルフ
リゾートへ。ドライバーのフランシス
さんの運転が上手で感心する。
ゴルフ組３人、カワサン滝観光組４人、
私は滝の方へ。筏に乗って滝に
打たれに！私は寒くて滝に当たら
ないよう逃げてしまうが、一緒に行ったご夫婦は楽しく滝に打たれていた（笑）。
３日目はオスロブへ移動しジンベエザメを見学できました。夜はコーラルポイント
リゾートへ戻りニューハーフショーを楽しむ。４日目、ナルスアン島でシュノーケリン
グを楽しんでいる人もいたが、私は木陰でゆっくり休む。メイドさんに作ってもらっ
たバーベキューも堪能してきました。5日目は買い物ツアー！マンゴー工場やシュー
マート（大型デパート）で買い物をして、寺院観光、トップスの展望台からの夜景
に感激する。６日目は午前中ゆっくり過ごし、午後は射撃にも挑戦！また大型デパ
ートのアヤラセンターも見て歩く。セブ滞在最後の夜、さよならパーティーを開いて
もらい、生演奏とメイドさん達のおどりを見てるだけでは物足りなく、メイドさん達
の中へ入って楽しく踊って、忘れられない一夜を過ごしました。あっという間の
7日間、生マンゴーとマンゴージュースの朝食、忘れません。雨女の私ですが7日間
1度も雨に会うこともなく、機会があったら、又お世話になりたいと思います。
ワールドビッグフォーのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

寒くて滝に当たらないよう逃げてしまうが、一緒
に行ったご夫婦は楽しく滝に打たれていた（笑）

ボホール島では、セブとはまた違った風景や、チョコレー
トヒル、なんといってもメガネ猿のターシャにメロメロでした！

セブ滞在最後の夜、メイドさん達の中へ入って
楽しく踊って、忘れられない一夜を過ごしました♪

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴７ヵ月　繫野さん

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴７ヵ月　山嵜さん

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴９年８ヵ月　小池さん

出発日３月２６日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　柳澤さん



7 8

今 回 は 、８年 ぶり５回目のセブ
旅行でした。今までは、自分とほ
ぼ同年代の子達がいて、一日中
プール三 昧！！だったのですが、
今回 は 大 人 の 人 達と行 動しな
ければならないと聞いて、正 直
「自分も楽しめるのだろうか？」と
少し不安な気持ちもありました。
ですが、ボホール島に結婚式など
初めての経験ばかりで、とても充
実した楽しい毎日でした。２日目の

ボホール島では、とてもハードスケジュールの中で、メガネザルのターシャに会い
に行ったり、竹の吊り橋を渡ったり、チョコレートヒルを見にいったり、とたくさん
楽しいことがありました。また３日目の結婚式では日本とは全く違う風習で、
地元のダンサーやメイドさん達のダンスには圧倒されました。そしてセブに来て
びっくりしたことがあります。それは、地元の人達のフレンドリーさです。目が合
えばすぐに話しかけてくれて、幼い頃から英語に興味があり勉強してきた私に
とって、すごく嬉しいことでした。また、通訳のリサとシャローン、そしてメイドの
アイリーンが、８年ぶりにもかかわらず覚えていてくれたのが一番嬉しかったです。
今回は４泊５日と短く、まだまだやりたい事、行きたい所があったので、次回は
一週間くらい滞在したいです。絶対にまたきます！！

地元のダンサーやメイドさん達のダンスには圧倒！！
みんなフレンドリーで英語の勉強にもなります！

結婚式のパーティーとさよならパーティー！ ２つも
パーティーが有り得した感じ♪４泊５日では短い！

出発前セブ上空が強風の為マニラ
経由となり、何と７時間近くもかか
るというハプニングから始まった
セブ旅行ですが、セブでの５日間
は大満足の旅でした。初日、セブ
到着が遅く、レストランも開いてい
なくて、テイクアウトのピザとコンビ
ニで飲み物を買い夕食がミッドナ
イトの１２時でしたが、ピザがおい
しくて♡良かったです！翌日、市内
観光とショッピング。私達の希望
でショッピングモール内のスーパー
に連れて行ってもらい、珍しい果
物をゲット！いろいろ食べてみたかったのです。日本にはない果物を４～５種類
買って来て食べてみました。私的には、グアバノという少しクセのあるのが好きで
した（皆には不評でしたが…）。パイナップル、マンゴーはまちがいない美味しさで
した。夜は、１日目に行けなかった夜景の綺麗なレストランに連れて行ってもらい
フィリピン・イタリアン料理を堪能。ボホール島でターシャに会い、チョコレートヒルを
見てランチクルーズ。最終日は朝５：３０分から朝日を見ながらブーゲンビリアに囲
まれたプールで泳ぎ、朝食後船で出発。船で島に行く途中でもシュノーケリングを
楽しみました。海のキレイさは圧巻でした。夜、パーティーを開いていただきメイド
さん達のダンスに誘われ、私達も慣れないステップを踏み楽しませて頂きました。
そしてなんとサプライズで結婚３０周年をケーキで祝って頂きました。朝早くから夜
遅くまで、わがままに付き合ってくれたガイドさん、ドライバーさん、御社のスタッフの
皆様、そして統括代理店の鈴木さんに感謝です。

楽しかったセブ

今回は大人の人達と一緒に行動。不安もありました
が初めての経験ばかりで、とても楽しい毎日でした♪

夜景の綺麗なレストランに連れて行って
もらいフィリピン・イタリアン料理を堪能！

南国を満喫した旅 Ｆｕｎ Ｃｅｂｕ！！

２回目のセブ島
真冬のまだ道路に雪が多く残る中、
アノラックを着て温かく、でも靴は
スニーカーで靴の中に雪が入らな
いように恐る恐る歩きながら電車
で成田空港へ。途中皆さんと合流
して、話題はもちろんセブに着いた
ら何をする？どこへ行く？お土産は？
と頭の中はすっかりセブモード。
他の人は初めてでしたが、私は
２回目なので前回と違う見学がした
いと思うが、８年も前の話なので、
見学も皆さんに合わせて決めること
にしました。飛行機から見える雲は、
まるで雪原。その上を滑るように
セブに向かって進んでゆく。マク
タン・セブ空港の出口のドアを開け
ると懐かしいガイドのシャローンさ

んの顔が見えた。夕食にフィリピン料理を食べコーラルポイントリゾートに、旅の疲
れも有り、翌日の打ち合わせを早々と終えそれぞれの寝室へ。翌日は８時の船で
ボホール島のめがね猿や１２６８も有る緑のチョコレートヒルズを観光。丘の上から
眺めながら、「皆で次に来るときは３月～５月（セブの真夏）の茶色い丘を見に来よう！」
と早くも次にセブに来る算段まで始まる。今回は、サプライズで一緒に参加した
方の息子さんの結婚式も有りパーティー！帰国前夜にもスタッフ・メイドさん達から
のさよならパーティーと２つもパーティーが有り得した感じ。４泊５日では短い！
あっという間のセブ島観光、土産品を買う時間がもっと欲しかったと皆さん言っ
ているが、船上での生演奏・パラセーリング・シーウォーカー・オイルマッサージ・
ニューハーフショー・パンダノン島でのバーベキューとしっかり遊んだと思います。
ただ残念だったのはボホール島へ行く船の中の熱いサービス（船内はギンギン
の冷房サービス）とトイレ事情（空港内は改善されたが）この辺りを改善すれば
もっと観光客は増えると思われた。水が貴重なお国柄、いかに日本は恵まれて
いるか水の大切さを改めて感じたセブの旅でした。

ボホール島でターシャに会い、チョコレートヒルを見て
ランチクルーズ！ 竹の吊り橋なんて怖くないです（笑）

４泊５日で妻と娘の３人、友人の
野崎さん夫婦とのセブ旅行です！
成田で合流した１６名でセブ島入
りしました。野崎さん以外は初め
て会った人達でしたが、最初はご
主人と呼ばれ、２日目くらいからは
旦那さん、パパ、おっとさん、タコちゃ
んとまで呼ばれるようになりました。
セブでは初めてのマリンスポーツ
に挑戦！少し緊張感があったが、
パラセーリングやシーウォーカーはと
ても楽しく良い体験となりました。
食事もフィリピン料理やイタリアン、中華、メイドさんが作ってくれる朝食、マンゴ
ーやパインなどのフルーツやジュースは南国ならではで最高に美味しかったが、
スープの中に入っているバナナは「？？」な味がしてイマイチでした。町の道路に
は沢山の車が走っているのに信号が無い、しかし事故も起こることが殆ど無い
様だった。日本の交通事情から比べたら、なんと自由な国！と不思議に思えた。
この旅で、いろんな所を見て回り、感動や異国の様々な事情、素晴らしい所
などを知る事が出来、とても良い旅でした。最後の夜のパーティーは酒の飲め
ない私でも楽しい雰囲気に酔いしれ、最高に楽しかったです。本当にあっとい
う間の４泊５日の旅でした。昨年は家族でハワイに行って来ましたが、ハワイ
より楽しかったです。近い将来、今度はもっと長く滞在したいと思いました。
お世話になった皆さん、ありがとう！感謝！

皆からは最初はご主人と呼ばれ、２日目くらいからは旦那さん、
パパ、おっとさん、タコちゃんとまで呼ばれるようになりました！

ボホール島観光では、緑のチョコレートヒルズを眺め、「次は
茶色い丘を見に来よう！」と早くも算段！そしてお昼から乾杯！

感動や異国の様々な事情、素晴らしい所
などを知る事が出来、とても良い旅でした！

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　髙山さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１１年２ヵ月　落合さん

出発日３月２６日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　佐久間さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴４年　板倉さん
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４泊５日で初めてセブ島に行って
来ましたが、とても思い出に残る
素晴らしい旅行になりました。今
回は私共の結婚式も現地でする
という事もあり、父母と父母の友
人合わせ、総勢１１名での旅行と
なりました。到着初日は着いたの
が夕方でしたので、現地フィリピン
料理を堪能し、そのままコーラル
ポイントリゾートに行きましたが、ま
ずそこの部屋の広さと豪華さに驚
かされました！！メイドさんも４人も居
て、普段凡人な生活をしている自

分には、まさにカルチャーショックでした。２日目は、遠藤理事と結婚式の衣装
合わせに市内観光も兼ねて連れて行って頂きました。想像以上の街の大きさ
にビックリしました。３日目は、予定していた結婚式。父母、父母の友人、現地ス
タッフ全ての皆様に祝福して頂き、涙あり、笑いありの大変素晴らしい思い出
に残る結婚式を盛大に催して頂きました。本当に有り難うございました。この度
は遠藤理事をはじめ、ワールドビッグフォーの全てのスタッフ皆様の大変な気配
りと心遣いに家族共々心より感謝致しております。今回は日程的にもタイトなス
ケジュールだった事もあり、マクタン島の古い町並みを歩いてみたり、ゆっくり
プールでリゾートを楽しむ事が出来なかったので、来年は１週間くらいの休みを
取って、必ずまたみんなで行きたいと思います。楽しい思い出と素敵な時間を
本当にありがとうございました。

マクタン島の古い町並みを歩いてみたり、ゆっくりプールでリ
ゾートを楽しみに、来年必ずまたみんなで行きたいと思います！

今回の旅を満喫出来たのも、スタッフ皆さんのお陰
です！ 大勢で旅する楽しみが増した様に思います♪

宮城に住む息子達と新潟組総勢
１１名のセブ旅行。マクタン・セブ
空港には遠藤理事、ガイドさん、
ドライバーさんのお迎えで、まずは
フィリピン料理。マンゴージュース
の美味しかったこと！コーラルポイ
ントリゾートでは大勢の若いメイドさ
ん達のお出迎え、明日の予定を
皆で話し合いメイドさんの案内で
Ａ棟６階へ。６階全室を我が家族
６人で利用、贅沢な最高の気分。
翌日はセブ島より片 道２時間の
ボホール島 へ 。手の平サイズの
ターシャ（メガネ猿）に会い、ロボク川
のランチクルーズでは、ギターの生演奏、現地ダンスを楽しみながらのバイキング。
そのあとチョコレートヒル、文化遺産のバクラヨン教会他、各地を観光。夕食はセブ
市内で遠藤理事や結婚式の準備でボホール島に行けなかった息子達、ガイドさん、
ドライバーさんもみんな一緒に日本料理に舌鼓。翌日は遠藤理事の計らいで息子
の結婚パーティー！大勢の方々の祝福を受け、ダンサーを招いてメイドさん達全員
のダンス。私達家族も参加された方々も一緒にダンスを楽しみ、美味しい料理と豚
の丸焼き（遠藤理事からのプレゼント）を堪能し、感謝と感激で生涯忘れられない
パーティーでした。４日目はコーラルポイントリゾートから船で１時間のパンダノン島へ。
コバルトブルーの海で海水浴やバーベキューを楽しみ、シーウォーカーを体験、
夜の「さよならパーティー」では、生バンドの演奏で全員汗だくになってダンス。
大変な盛り上がりでした。次回は７日間くらい滞在して寿命を延ばしたいと思っています。
ワールドビッグフォーの皆様大変お世話になりました。感謝！！

初めての海外旅行「セブ」

家族共々心より感謝！ 思い出に残る結婚式と
夢のような至福な時間をありがとうございました！

夜の「さよならパーティー」では、大変な盛り上がり！ 次回
は７日間くらい滞在して寿命を延ばしたいと思っています

家族の絆を深めた最高のセブ旅行 思い出に残る結婚式と夢のような至福な時間

２回目のセブ島
ありがとう。南国に居ながら新潟の
冬の寒さを思い出させていただき
ました。ボホール島への往復船内
の冷房サービスは、「これでもか、
これでもか！」のおもてなしでした
（笑）南国では嬉しいのでしょう。
あれも観たい、これもしたいと欲張った
為、強行軍のスケジュールでしたが、
感動の連続。活気があり、これから
発展する国の様子を目の当たりにし
た思いです。かつての日本もそうで
した。３日目のウェディングに立会人
として参加もさせて頂き、バンブー
ダンス・スタッフのダンスと趣向を凝
らして少しでも結婚式を盛り上げ

ようとした演出があり、楽しませて頂きました。お二人はもちろんご両親も最高の思
い出となったことでしょう。若いファミリーに幸多かれと祈ります。マリンスポーツ
ではパラセーリングをしました。妹と二人空の上、誰も見ていないので思いっきり
両手をバタつかせて、「鳥のようだね！」と大笑い！船上でのバイキングやパンダノン
島でのバーベキューと楽しさを満喫しました。毎朝マンゴー・パイナップル・バナナ
のジュースと現地の味はどれも美味しい。楽しい日々はあっという間に過ぎ、
帰国前夜のさよならパーティーも充分楽しませて貰いました。帰国日の朝ウェディング
での分厚いアルバムを見せて頂き、また幸せが蘇ってきました。帰りの車
中でも思い出話に花が咲き、大勢で旅する楽しみが増した様に思います。
ちょっぴり残念なのは、ショッピングの時間が足りなかったことです。でも満足♪
今回の旅を満喫出来たのも、スタッフ皆さんのお陰です。又訪れたいですネ。
ありがとうございました。数日過ぎても懐かしく余韻に浸っております。シャローン！
Se e  y o u  a g a i n .

総勢１１名のセブ旅行！ 写真はボホール島のチョコレ
ートヒル。家族の絆を深めた最高のセブ旅行でした！

私にとって、初めてとなる海外旅行。
その場所がフィリピン・セブ島でした。
フィリピンに着いた初日は、時間が
遅かったので、美味しいお料理を
いただき、そのまま宿泊先のコーラ
ルポイントリゾートへと向かいました。
泊まる部 屋 へ 案 内され 、まず目
に入ったのがとても広いリビング
ルームで、その広さに思わず感嘆
の声をもらしてしまいそうになりま
した。この部屋で過せるということ
を思うだけで、胸が高鳴りました。
２日目は早朝から出かけました。
メガネ猿の「ターシャ」がいるボホ
ール島へと向かうためでした。その島までは車で１時間と少し、それから船で
２時間程度かかるのです。けれど私は少しの不安はあったものの、楽しみと
期待で胸がいっぱいでした。ワクワクしていたその時、思わぬアクシデントが…。
お腹が急に痛くなり、ボホール行きは中止になってしまいました。ですが、３日目
にはすっかり回復し、大イベントの結婚式に参加する事が出来、嬉しかったです。
ウェディングドレスに身を包まれた母の姿を見て、泣きそうになってしまいました。
最終日の４日目は、夜、さよならパーティーということで、たくさんの美味しい料理や、
バンド演奏、メイドさん達のはじけるダンスなどを見て、楽しく幸せなひと時を過
ごす事が出来ました。こうして思い出に残る旅行にしてくれたのは、ワールドビッグ
フォーのスタッフの方々と遠藤さんのお陰です。本当にありがとうございました。
またセブへ行きたいと思っています。

大イベントの結婚式に参加！ ウェディングドレスに身を
包まれた母の姿を見て、「泣きそうに…」嬉しかったです！

パラセーリングでは大笑いし、船上でのバイキングや
パンダノン島でのバーベキューと楽しさを満喫しました！

私にとって、初めてとなる海外旅行「セブ」。本当
に楽しく幸せなひと時を過ごす事が出来ました！

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　支部さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　支部さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　横山さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　熊谷さん


