
 

＜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！セブ島、ワールドビッグフォーリゾートでは、ガイド兼専属通訳・ドライ
バー、メイドさんが会員の皆様の快適な滞在を毎日お世話致しますので、海外旅行が初めての方にも安全安心。
是非、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。詳細等ご不明な点がございましたら、
お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。尚、誠に勝手ではございますが、８月１３日（土）から８月１５日（月）
までの間、夏季休業とさせて頂きます。皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。
８月１６日（火）より通常営業致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 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7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

０８／０１～０９／３０ ￥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～

会     報
平成28年8月号

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

大自然の安らぎに包まれたワールドビッグフォー究極のリゾート

ごあいさつ
幸福に満たされる充実したひととき、笑顔が溢れる常夏のセブ島

ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！若さと健康、笑顔も育む大自然の恩恵は

老若男女を問わず楽しめる南国の楽園。日本から僅か４時間、時差１時間という国内旅行

感覚で、何度でも渡航できる気軽さも人気がある魅力のひとつです。心身共に癒し安らぐ自然

環境に感動、また健康管理にも最適で心豊かなリゾートライフを思う存分にご堪能頂けます。

是非皆様も新たなる夢と希望をのせて弊社究極のリゾートへ！セブ島の大自然が持て成す

日本では味わえない醍醐味と満足感、素晴らしい人生観を笑顔と共にお届け致します。

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。
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二回目のセブ旅行。前回は娘夫婦、
三人の孫達と行き、今回は私の
伯母、お友達七人で行きました。
前回、台風の後で行けなかった
ボホール島に今回は行って来ました。
世界で一番小さい猿（ターシャ）
に会い、ランチクルージングで原
住民に会い、チョコレートヒルを見
たり旅を満喫して本当に良かった
です。それから生まれて初めての
体験、シーウォーカーをしてきました。

少し酔った気がしましたが水深５ｍの海底を歩き、綺麗な魚や鯛まで私の前を
泳いでいてとても感激しました。ボホール島はもう一度行きたいと思いました。
それに驚かされたのは、前もそうだったのですが、運転手さんの運転の上手な
こと、殆どセブには信号が無いのに事故もなく、全ての車が走っています。びっ
くりです。車も多いんです。運転手さんの運転技術素晴らしいです。また、
最後の夜はガイドさん、運転手さん、メイドさん達がパーティーをして下さり、
素晴らしい歌、ダンスを披露して下さいました。ガイドさん、運転手さん、メイドさん
親切にしていただき、本当に楽しいセブ旅行でした。

前回、行けなかったボホール島に
行って来ました！もう一度行きたいです

こんなに素晴らしい朝日をながめる事が出来るなんて思っ
てもいませんでした。生きる力を頂いたような思いです

セブに到着し出迎えてくれたのは、
ミキさんが退職し３月頃から勤め
始めた二人の子供のいるとてもか
わいい通訳兼ガイドのダイアナさん
です。私達が３組目のガイド役に
なるそうです。日本語がまだまだた
どたどしいので、シャローンに電話
で聞いたり、持参した電子辞書を
使ったり私の覚えている英語で会
話をするのが、英語を覚えたいと
思っている私には逆に楽しく感じられました。現在ガイドは繁忙期７名で忙しく
働いているようです。コーラルポイントリゾートＡ棟１階に泊まりましたが、６回目
でメイドさんもよく知っている方なので我が家で過ごしている感じです。バディアン
ゴルフリゾートで一人のゴルフ、カモテス島で１泊、ナルスアン島、カオハガン島に
行き泳ぎました。カオハガン島は近いし砂浜なので、パンダノン島より海水浴に向
いています。サンカルロス大学美術館、アメージングショー等を見てすごしました。
大きいシューマートデパートも開店し、バックなどが安く買えました。楽しく過ごせたので、
また来年も来たいと思っています。スタッフの皆様ありがとうございました。

２回目のセブ

生まれて初めて水深５ｍの海
底を散歩。綺麗な魚に感激！

バディアンゴルフリゾートで一人のゴルフ、カモテ
ス島で１泊、ナルスアン島、カオハガン島を満喫！

６回目のセブ旅行 ２回目のセブ旅行

夢だったセブ旅行
一昨年、出発直前、体調不良の為、
泣く泣くキャンセル。もう無理と思っ
ていましたが、今回、姪に背中を
押され決心。多少の不安もありまし
たが、仲間に加えてもらいました。
姪以外初対面の方々なのに直ぐ
に打ち解けて楽しい旅となりまし
た。毎回会報を見て、楽しそうな
写真をながめ、私は無理と思って
いたのが夢実現です。コーラルポ
イントリゾートの施設の素晴らしさ、
そしてウェルカムドリンクのマンゴー
ジュースの美味しさは格別、それ
が毎朝食にいただけ、マンゴー、
バナナ、パイナップル全て美味で

した。市内観光、ボホール島のターシャの可愛かった事、チョコレートヒルズの
景色が目の前に広がっている事、南国特有の風景がクルーズの両岸で見られ、
全て感動でした。今回の目的の一つ「癒し」は皆様の心遣い、ガイドのシャローン
さんの気遣い、全て満足のいくものでした。青い海が広がり、至るところでお花
が咲き、おいしい果物があり、広いお部屋でくつろぎ何よりの贅沢でした。最後
の夜は生バンドでメイドさん、スタッフ一同大いに盛り上がり、時の経つのも忘
れる程でした。名ドライバーさんはダンスもお上手でびっくり。笑い踊り、お仲間
の人達の芸達者な一面も見る事が出来ました。翌朝素晴らしい朝日をみて元
気をもらい、「アーまた来たい」と思いました。ご一緒させて頂いた皆様、そして
コーラルポイントリゾートのスタッフの皆様、ガイドのシャローンさん、ドライバーさん、
本当にお世話になりました。心より感謝致します。

６回目でメイドさんもよく知っている方な
ので我が家で過ごしている感じです！

今回は、友人家族同士の４泊５日
の 七 人 旅 。スタート時 点 から電
車にアクシデント。急 遽 新 幹 線
で成 田 へと予 測 不 能 の 旅にな
りそうだ。前 回は地 震の影 響で
ボホール 島には行けずじまい 。
今回はどうしても行きたい場所。
私にとっては今回の旅の目的で
もあった。ボホール島は３日目に
行く事にした。朝８時の船でワク
ワクしてしまい 、結 局 時 間がず
れ 込 み 、強 行なスケジュール！！
いよいよ２時間の船旅は終わり、
ボホール島へ、やっとやっとターシャに会えた。自然保護区でターシャは自然の環
境に守られながら生息していた。ちょこんと木に大きい手でつかまり、それは
それは愛くるしい。私の念願が１つ叶った。次はチョコレートヒル。季節は５月、
真にチョコレート色。１２６８個あると言われる山々は、まるでマンガの世界。
御茶碗をひっくり返した姿を想像して頂きたい。ちょっと登るのに息切れす
るほどではあったが天 辺まで行けた事に感 謝 。帰 国 前 夜のパーティーは
今回初めてのシャローンさん始め、ドライバーさん、メイドさん、場を盛り上げ、
最高のダンスパフォーマンスをして下さり、私も羽目を外し弾け過ぎて変
なダンスを踊りまくり至 福の一時でした。シャローンさん、スタッフの皆様、
本当にお世話に成りました。ありがとうございました。和気藹々の旅に感謝します。

コーラルポイントリゾートで撮影。
今回の旅の目的が果たせますように！

現地の人と一緒に民族
楽器に触れ楽しみました

友人家族同士の７人旅。前回、行く事の出来
なかったボホール島へ。右から３番目が私です

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　金子さん

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴３年　鈴木さん

出発日５月２１日（６泊７日）
会員歴９年７ヵ月　根岸さん

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　金澤さん
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初めてフィリピン・セブ島へ１１人
で行きました。飛行機が少し苦手
な私でしたが、マクタン・セブ空港
に着き、美味しい料理を堪能して
いたら本当に来て良かったと思い
ました。滞在中、大型ショッピング
モールに行ったり、シーウォーカーを
体験したり、素敵で豪華な部屋、
船で移動してのバーベキューなど
楽しい事や初めての事だらけでし
たが、やっぱり何といっても一番

の思い出はコーラルポイントリゾートでの結婚式です。前日から打ち合わせや衣
装合わせをさせて頂き、いよいよ当日。朝８時から現地のヘアメイクの方に綺
麗にして頂きました。日本とはまた違ったメイクや写真、ビデオ撮影に緊張しま
したが、アットホームでとても賑やかな式にして頂き、感激しました。ヘアメイクを
してくれた方を含め、現地のお祝いの踊り、メイドさん達のダンスも上手くてとて
も楽しくて時間があっという間に過ぎた感じでした。私も主人も子供も大満足
でした！皆で笑い、泣いてとても良い思い出になりました。今回お世話して下さっ
た現地スタッフの皆様、結婚式に携わって下さった方々、楽しい旅をどうもありが
とうございました。もしまたセブに来られるとしたら、もっとゆっくり滞在したいです。

シーウォーカーを体験したり、素敵で豪華な部屋、船
で移動してのバーベキューなど楽しい事だらけでした

ロボク川を舟で渡り、地元シンガーの歌と共
にフィリピン料理のバイキングを楽しみました。

６月１１日朝８時、中央タクシーに乗り
家を出発。無事成田空港を離陸。
夕方マクタン・セブ空港に到着。
お出迎えは、リサさんと最近入社
したというダイアナさん。テキパキ
と荷物を車に乗せ、いざ、夕食の
フィリピン料理のお店へ。１０ヵ月
を過ぎた孫は初めての飛行機、
初めての長旅にご機嫌斜めです。
ガイドのダイアナさんが孫の面倒
を良く見て下さいました。楽しい
夕食を終え、コーラルポイントリゾ
ートに到着、部屋割りをして頂き、私達家族はＡ棟４階を使わせて頂きました。
メイドのバネッサさん、アントネットさんには、またまた孫の面倒を良く見て頂きました。
鼻水を垂らし少し熱もあるようです。翌日も鼻水はすごいし～。皆さんと別行動で
病院に連れて行って頂きました。海外の病院、ドキドキものですよネ。でもダイアナ
さんがしっかりサポートしてくれ、スムーズに診察を終えホッとしました。薬を出して
頂き、孫の鼻水も止まってきました。親子でプールに入り楽しく水遊び、バニザさん
が本当に孫を可愛がってくれ、セブ旅行を満喫させて頂き感謝でした。カオハガン島
ではパッチワークの作品を沢山買わせて頂きました。カラフルでとても素敵です。
楽しい５泊６日でした。ご一緒して下さった皆様、スタッフの皆さんありがとうござ
いました。次回もまたセブを旅行したいです。

飛行機嫌いのセブ旅行～行きは渋 ・々帰りは上機嫌

結婚式は私も主人も子供も大満足でした！
皆で笑い、泣いてとても良い思い出になりました

親子３人でプール遊び！ 何もかもが初めての
孫はプールでとてもはしゃいで喜んでいました

皆様に感謝のセブ島旅行 楽しかった！思い出に残るセブ旅行

南十字星に「See you again」
今回初めてのセブでした。毎月送
られてくる会報で楽しそうに写る
会員の方々の写真を見るだけの
７年間でしたが、友人が会員となっ
た為、今回新潟より３名、友人の
娘さん夫婦が沖縄より参加し５名
で、南国セブを満喫して来ました。
空港に降り立って税関を抜けると
機内にメイドさんへのお土産を忘
れている事に気付き、セブ語も全
く話せない、英語もリトル、リトルの
私達でしたが、ガイドのミキさんに
助けてもらい無事にお土産も渡す

ことが出来ました。翌日、初日の夜には暗くて見れなかったコーラルポイントリゾ
ートのバルコニーから見渡す海のパノラマに感動しました。ブーゲンビリア、プル
メリアの花で最高の開放感に浸り、浜辺でバーベキュー、海で遊んでいるうち
にメイドさんがテーブルにご馳走を運んでくれ驚きました。美味しかったです。
「サラマット！」ギターのお兄さんの歌もなかなかの味わいでしたョ♪翌日ボホー
ル島へ渡る船の中は国際色豊かなことに驚きました。ターシャと触れ合いロボ
ク川を舟で渡り、川岸から地元の元気な少年が川へダイビングして歓迎してく
れました。地元シンガーの歌と共にフィリピン料理のバイキングを楽しみました。
サヨナラパーティーではメイドさん総出でズンバのダンス、皆で踊り我を忘れ最
高の夜でした。部屋の窓から見える南十字星に「S e e  y o u  a g a i n」きっとまた
いつかマクタン島の皆さんに会いに行きます。ありがとうございました。

カオハガン島行きの船の上で、
孫は息子の背中で眠っています

２月１８日早朝、上越新幹線乗車、
一路成田空港へ。当日現地夕刻着、
食事後コーラルポイントリゾート着。
施 設のスタッフから歓 迎を受け
各自室へ。我家族６人はＡ棟６階
４室で約１１０畳 、ほかリビング
ルーム１００畳の広さ、調度品は
重厚さ溢れるものばかり、初日は
八 十 路 の 長 旅 で早 々に就 寝 。
２日目早 朝 、ベランダに出ると、
左 手 から真 紅 の 太 陽 が 昇る。
雲一つない青空、下を覗けば施設
の真下まで寄せるさざ波が見えて、
浜辺特有の絵模様を描いている。
朝食後、片道２時間のボホール島へ。先ず、絶滅危惧種である野生のメガネ猿
（手の平に乗る大きさ）に面会！そのあと船上でバイキングを堪能。午後は島内
観光へ。際立ちは文化遺産の約３００年前建築されたキリスト教会で、スケール
の大きさ、荘厳さ、美しさに時を忘れて魅入った。帰島後は日本食が恋しく専門
店「呑気」で思いおもい飲食を満喫し２日目を終える。３日目は結婚式に出席、
施設のスタッフ全員参加で大きな祝福を頂き感激一杯。その後は市内でショッピ
ング、次はおかまショー見物、３日目を終える。只、おかまショーは芸術性もあり、
「セブ歌舞伎」と表現できるような素敵なショーであった。４日目はパンダノン島
へ渡り海水浴。バーベキューを楽しみ、帰島後はワールドビッグフォーからのさよな
らパーティーに招かれ、これまた楽しい一刻を過し４日目を終えた。５日目は帰国、
早朝４：３０起床、５：００軽食、６：００飛行場へ、８：２０搭乗、午後１：３０成田着、
弥彦には８：１０着。一族４泊５日の旅行無事終了。

文化遺産の約３００年前建築されたキリスト教会で、
スケールの大きさ、荘厳さ、美しさに時を忘れて魅入った

見渡す海のパノラマに感動しました。ブーゲ
ンビリア、プルメリアの花で最高の開放感♪

船でパンダノン島へ渡り海水浴。
バーベキューを楽しみました！

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　横山さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴２年　支部さん

出発日６月１１日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　渡邉さん

出発日３月７日（６泊７日）
会員歴８年３ヵ月　棚橋さん
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久し振りの海外旅行に知人から
誘われて、友人と3名で「楽園リ
ゾート」にショートステイ＆観光へ。
成田から出発し同行グループ4名
とセブ島に到着しました。今まで
のホテル生 活の旅 行と違った、
夢のようなリゾート滞在旅行に、
驚きと感動の毎日でした。スタッフ
の心遣いと「おもてなし」の精神、
大変お世話になりました。連日の
観光スケジュールも、目や体に焼

き付けながら行動し、健康である有難さを体験出来ました。刑務所見学では集団
ダンスや、普段は目に出来ない光景を見学体験出来て感謝！！ボホール島では
眼鏡猿の見物やランチクルーズ、またカモテスリゾートで夢のようなリゾート体験。
10日間のショートステイも無事に過ごせて感謝、感謝の毎日でした。一人留守番
で成田まで送迎してくれた主人を誘って再度、セブ島訪問が出来る事を願って
います。思い出せば豪華な別荘地に立つリゾート施設に感動いっぱいの時間で、
担当のスタッフの皆さんには色々とお世話になりました。常夏の花々に囲まれて、
鶏の鳴き声で起こされたり、各施設のプールで童心に返って泳いだり、ノンビリ
と日常生活を忘れた体験が今後生活の張りに生かされて、再度セブ島の訪問
を楽しみに頑張らせてくれるのでしょう。

常夏の花々に囲まれて10日間のショートステイ
も無事に過ごせて感謝、感謝の毎日でした！

パーティーではフィリピン料理を堪能！ 私も一緒
に踊り楽しい時間を過ごさせていただきました

先ずは３泊４日の大変有意義な

環境を提供して下さった事、心か

ら感謝します。このセブ島旅行を

観光での異文化と風土を心から

楽しむ 事 が 出 来たのも快 適 で

（セキュリティーやサービスも大満足です）優雅（煌びやかな装飾、一面の青い

空と海）な宿泊先、コーラルポイントリゾートを利用出来たからこそと感じています。

本当に「これからの別地海外旅行の宿泊先が不安になるかも」と考える程

満足度の高い、ゆったりとした時間を過ごす事が出来ました。最後に今回、

私達の旅に携わって下さったスタッフの皆様、本当に有難う御座いました。

次回の利用も今からとても楽しみです。

素晴らしきセブ島の人々

友人と3名で「楽園リゾート」にショート
ステイ＆観光♪驚きと感動の毎日でした！

心から楽しむ事が出来たのもコーラルポイント
リゾートを利用出来たからこそと感じています

セブ島への旅 セブ島ショートステイ＆楽園観光

セブは美しすぎる眺望です
２月２６日から３月６日迄の１０日間、
素 晴らしいセブ旅 行が実 現でき
ました事に心から感謝致します。
特に村松理事さんには何年も前
から主人共々お付き合いさせて頂
いていましたが、実際にコーラルポ
イントリゾートで１０日間過ごさせて
頂き、豪華な部屋、又ベランダから
はいろいろな色のブーゲンビリア、
プルメリア、ランの花が咲き、コバ
ルトブルーの海 、水 平 線に太 陽
が昇っていく所や夕日が沈む所、
星空を眺め宇宙の広大な美しさ

にこんな贅沢はないと思いました。２７℃の暑さなのに湿気が少なく、寝る前に
全身マッサージをしてもらい、気持ちのいいまま窓を開けて自然の風で快適に
寝ることが出来、朝は小鳥の声や鶏の声で目が覚め、メイドさんが作って下さっ
た朝食はとてもおいしく、毎日完熟したマンゴーや１００％ジュースに一日の元気
をもらいました。又カモテスリゾートにバンカーボートで行き、一泊して色々な色をし
た海や星の輝き、ホタルの素敵な光に感動しました。又帰国前日にはパーティーを
して下さり、フィリピン料理を作って下さったり生バンドでスタッフの上手なダンス
を見たり、私も一緒に踊り楽しい時間を過ごさせていただきました。本当に良くし
ていただいたメイドさん、細かな所まで気が付くガイドのリサさん、安全にいつも
手を差し伸べて下さったドライバーさん、ワールドビッグフォーのスタッフの皆様、
心から感謝致します。本当に有難うございました。

ゆったりとした時間を過ごす事が出来ました！

この度、セブ島に１０日間滞在し
て来ました。「１０日間も何をする
の？」と思っていましたが、帰って
くるなり次のセブ島旅行を計画し
てしまうほど、楽しく素晴らしい１０
日間でした。海の美しさ、施設の
豪 華さも素 晴らしいのですが、
何よりもセブの人々の心の豊かさ、
温かさに感動しました。毎日私達の
わがままを聞いていろんな場所へ
案内してくれた通訳のシャローン
さんに運転手のナルドさんをはじめ、可愛いメイドさん達。そして体調が悪くなっ
てしまい、病院にお世話になったのですが、病院で対応してくれた看護師さん
と先生（なんと往診までして頂きました）。みんな共通しているのは、とっても素
晴らしい笑顔でした。スタッフみんなの笑顔が、毎日の生活でついつい忘れが
ちな感謝の気持ちやこころの豊かさを取り戻してくれた気がします。刑務所の
ダンス、コーラルポイントリゾートのプールやお部屋、カモテス島の海、ショッピング、
さよならパーティー、どれも本当に忘れる事の出来ない一生の思い出です。
次はセブ島でどんな事をしようかな？どの島に行こうかな？帰ったその日から次の
セブ島旅行へのワクワクが止まりません。ワールドビッグフォーのスタッフの皆様、
素晴らしい１０日間をありがとうございました。

スタッフみんなの笑顔に、感謝の気持ちや
こころの豊かさを取り戻してくれた気がします

セブは美しすぎる眺望でした♪素晴らしい
セブ旅行が実現でき心から感謝致します！

楽しく素晴らしい１０日間でした♪何よりもセブ
の人々の心の豊かさ、温かさに感動しました

出発日２月２６日（９泊１０日）
会員歴１年４ヵ月　歯黒さん

出発日２月２６日（９泊１０日）
会員歴１１ヵ月　小谷野さん

出発日４月２３日（３泊４日）
会員歴１年１１ヵ月　坂爪さん

出発日２月２６日（９泊１０日）
会員歴９ヵ月　佐藤さん
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今回の旅は、６泊７日の為、毎月
の会報誌を見させて頂き、前回行け
なかった所へ是非行きたいと思い、
繁野様をお誘いし一緒に行って
来ました。ゆっくりの旅行でしたの
で、会報誌にのっている所へほと
んど行けました。楽しかったです。
バディアンゴルフリゾートへ１泊し、
竹のイカダに乗りカワサン滝にうた
れ、痛かったし、こわかったです。
でも楽しい体験だった。オスロブ
に行きジンベエザメを間近で見る
事が出来、船に乗りその感動は

忘れられません。ニューハーフショー、射撃、女性は長いライフル銃で的を撃ち
ました。ナルスアン島へ行き、船上で昼食のバーベキューを頂き、長い木の橋を
渡り島へ行き、その道中の水中は透き通り、ヒトデやウニがたくさん見えました。
海の上の橋、ステキでした。シュノーケルを使い水中は泳げなかったが、魚たちを
みることは出来、私の手や足を避けて泳いでいて夢のような体験が出来ました。
タオイスト寺へ行き、美しい寺でした。その後、夜景を見にＴＯＰＳ（トップス山）
へ行き、美しい夜景と夜空からは、日本からの到着便が降りて来たのではない
かと、飛行機を見つけてはとめどない話で大笑いしました。何もかもが初体験
の旅でしたので、大満足で帰国しました。また行ける日を楽しみにし、７人の
メンバーの方々に感謝です。ありがとうございました。

オスロブではジンベエザメを
間近で見る事が出来、感動！！

行く先々でバースデーケーキと生バンド演奏！ 何も
考えずに3月に行きたいと申し込んでラッキーでした

最初のセブ島旅行から２年、楽し

みにしていた。ところが体調を悪く

してしまい、キャンセルをと思った

位だった。マクタン・セブ空港に着

くと、体の不調はどこへやら・・・。

前回は８日間休みの日もなくあらゆ

る所に連れて行ってもらいました。

今回は８人のメンバーで、５回目

の人が３人もいて、ゆっくりとした日程で行動が出来た。カモテスリゾートへの船

上では波がおだやかで、トビウオやイルカなどが見られた。海外ゴルフも２回目

（日本ではやった事がない。）だったが、キャディーさん達が上手に指導してくだ

さり、とても楽しかった。今回は初対面のガイドのシャローンさん、ドライバーは

レオナルドさん、前回も一緒で安心して乗せてもらいとても楽しく旅行が出来ました。

大変、お世話になりました。

２回目のセブ旅行

海の上の木でできた橋、ステキでした。
沢山のヒトデやウニが見れました！

２回目の海外ゴルフ、キャディーさん
に親切にしてもらい楽しかったです

２回目のセブ島 ２度目のセブ旅行

野生のジンベエザメ
２年前とのマクタン・セブ空港の変
わりようにビックリ。主人念願のバ
ディアンゴルフリゾート。キャディー
さんの明るい笑い声、笑顔にいつ
も無口な主人もニコニコ。思わず
「セブ島に永住したら？」と一声か
ける。私も何年ぶりかのゴルフで
した。ボールをいくつ無くしたこと
でしょうか。「キャディーさんごめん
なさい！」。今回の目的の一つが
ジンベエザメ。待ち時間 1 時 間、

目の前に突然大きな口を開けて餌のエビと海水を飲み込む。「凄い！！」の一言。
一度に3匹のジンベエザメには感激して写真を連写♪次回はジンベエザメと
一緒に泳ぎたい。願いが叶いますように・・・忘れる事のできない旅でした。たま
たま誕生日が重なり行く先々でバースデーケーキと生バンド演奏！何も考えずに
3月に行きたいと申し込んでラッキーでした。毎朝、朝日が昇るのを皆で写真を
撮ったので雲の動きだけ違う写真が沢山。朝食も毎日楽しみでした。マンゴー
が大好きな私、ここでしかこんなに美味しいマンゴーは食べられない。お土産に
ドライマンゴーとココナッツを沢山買いました。フィリピンの発展を期待します。
ワールドビッグフォーの皆様大変お世話になりありがとうございました。

体調不良でキャンセルも考えましたが、セブ空港に
到着すると体調不良もどこへやら、元気になりました！

セブへ着いた途端やっぱり南国
の暑さが体中に襲い掛かりました。
２日目バディアンゴルフリゾートへ
出発。マクタン島からは車で４時
間３０分位。カワサン滝の滝まで
誘導されると、いきなり頭上に勢
いよく滝が襲い掛かり思わず頭を
手で押さえ、しばし体が滝に打た
れるままで、身動きができませんで
した。３日目は、楽しみにしていた
ジンベエザメに会える体験でした。
約１時間以上待って、ボートに乗
り海上へ、沢山のボートが集まっている所へジンベエザメが出現、思わず
「来た、来た、大きい！」と叫んでしまいました。その後も船頭さんがエサを投げ
入れると、大きな口を開けパクリとエサを飲み込んでいる様子はなかなかの迫力
でした。沢山のジンベエザメを見ることが出来て感動でした。４日目は、ナルスアン
へ船で出発。ナルスアンでは、エメラルドグリーンの海でシュノーケリングを楽し
む。まるで熱帯魚のような魚が沢山泳いでいて、手を差し伸べると直ぐ触れる
位の近さで見ることが出来、感動しました。６日目は射撃を体験。拳銃はずっし
り重く、的に目掛けて打った時の衝撃には思わずびっくり。的の中心に当てる
ことは中々難しかったですが、楽しい思い出となりました。今回お世話になった
スタッフの皆さん有難うございました。

ナルスアンでシュノーケリング。魚に手を差し
伸べると直ぐ触れる位の近さで見れて感動！！

サヨナラパーティーでも生バンドとメイドさん達
のダンスで私の誕生日を祝って頂きました♪

的に目掛けて打った時の衝撃には思わ
ずびっくり。中々的の中心に当たりません

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴９年１０ヵ月　小池さん

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴５年１１ヵ月　田尻さん

出発日３月１２日（８泊９日）
会員歴３年　山岸さん

出発日３月２２日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　山嵜さん
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コーラルポイントリゾートのバルコ
ニーで、水平線から昇る日の出を
眺めていると、大きな貨 物 船が
ユックリと海面を滑るように進ん
でいく、そんな朝の風景が何とも
言えず、心が和み落ち着きます。
４回目のセブだけど、今までボホー
ル島へ行こうとすると天気が悪く
て船が出なかったり、地震の後の
復興中とかで行く機会がありませ
んでした。そんな訳で今回はゴル
フを封印してボホール島の観光を

する計画をして行きました。心配していた天候も穏やかに晴れて、世界で一番
小さな眼鏡ザルのターシャにようやく会う事が出来ました。チョコレートヒルズの
珍しい風景やボホールの稲刈りの農作業の様子なども見られて面白かったが、
この地で機械化はいつ出来るのかなどと車中でワイワイ。またキルトの島
（カオハガン島）では、現地の方と結婚して、赤ちゃんを育てながら暮らす日本
人女性が観光案内をしてくれていました。日本人女性の積極的なことに感心

人も楽しく騒いで遊び、大笑いをしていました。そんなこんなで時間の過ぎるの
が早く、あっという間の４泊５日でした。毎回ガイドさん、ドライバーさん、スタッフ
のみなさんお世話になりありがとうございました。

を上げてくださ～い！！

自給自足のカオハガン島ではあど
けない子供達と写真を撮りました

２月２０日のみぞれ混じりの寒い
中を友達夫婦と統括の池上さん
との４人の旅でした。夜に到着し
たセブは、思っていたよりも爽や
かで、心地良い風に包まれながら
初めてのフィリピン料理を楽しみま
した。最初の２泊は、コーラルポイ
ントリゾート内のスペシャルビラの
方でお世話になりました。豪華で
高級感が溢れる素敵なお部屋の
数々でした。翌日ビラから眺めた
太陽と海の美しさと花々が咲き乱
れる庭園の最高の景色に「わぁ、
ステキ…」と思わず絶句。朝食と
一緒に食べた本場のマンゴーのおいしさにほっぺが落ちそうでした。２日目は最
高の天気の中をパンダノン島に渡りました。白い砂浜や透き通るほどに美しい
海と空は、天国を思わせる様な絶景でした。白い砂浜に打ち寄せる珍しい貝
殻の数々に、泳ぐのも忘れて孫への土産にしようと夢中で拾いました。残りの２
泊はコーラルポイントリゾートのA棟に移りこちらもゴージャスな部屋でお金持ち
気分を味わいました。観光は街中を中心にショッピングやマッサージ、ネイル等
をゆっくりと楽しみました。セブの街中はまだまだ発展途中にあることを感じさせ
ましたが、若い人で溢れ活気があり、未来が楽しみな国だと思った。お世話をし
てくれたメイドさん、運転手さんガイドさん、至れり尽くせりで同行してくれた池
上さんに感謝、感謝です。帰ったばかりなのに次回に行くことをもう楽しみにし
ています。そんな思いにさせてくれる大満足のセブの旅でした。

初めてのセブ島

心配していた天気も良好！ 今回ゴルフ
は封印、ボホール島に行きました♪

観光は街中を中心にショッピングやマッ
サージ、ネイル等をゆっくりと楽しみました

美しき楽園セブ 楽しいネセブ島は！

のんびり楽しく元気をもらいにセブ島へ
今回は二回目のセブ旅行でした。
一昨年とほぼ同じメンバーで、自
給自足の島と呼ばれるキルトの島
に到着した。島民の生活の様子、
あどけない子供達と写真を撮り、
お年寄がキルト製作するのを拝見。
その後、この島で野外バーベキュー
を満腹いただきました。前回訪問
した印象があらゆる面で良かったの
で娘夫婦と４才と７才の孫娘を送
り出しても安心な場所と確信し、
昨年三月に４人をセブへ送り出し

ました。最近息子に「今まで旅行した場所でまた行っても良いなと思う所は？」
と聞いたら「セブかな」と、上の孫娘も又行きたいと言っています。舟でボホール島へ。
メガネ猿（ターシャ）が私の手の握拳より小さな姿で木につかまって眠っている
のを発見したり、民族舞踊を見ながらロボク川のクルージング、昼食を楽しみま
した。地震の傷跡がまだ残る教会、チョコレートヒルの眺望、のどかな農作業風景、
現在の便利な日本の生活から見れば「不自由では無いのでは？」と思いながら
一昔前の日本を思い懐かしさを感じました。近くの海やコーラルポイントリゾート
のプールで泳いだり、繁華街を散策しながら孫娘達への土産にと可愛い布地
を選び、又、動植物の自然を眺め、のんびり楽しく心底から堪能できました。
天候にも恵まれ、現地で携わって下った方々、同行頂いた仲間に感謝し、
いつの日か元気で家族全員で旅行できればと楽しみに農作業に出ています。

パンダノン島の白い砂浜や透き通るほどに美し
い海と空は、天国を思わせる様な絶景でした！

２月２０日から４人でセブ島に行っ
て来ました。ワールドビッグフォー
の素敵なリゾートに泊まり、プール
にお庭 、のんびり散 策しながら

青な空、綺麗な海を満喫して参り
ました。パンダノン島に船で１時間
程で行き、白い砂浜、透き通る海
の中、魚と一緒に泳ぎ、年齢も時
間も忘れて幸せなひと時でした。
市内観光にショッピングもガイドの
ミキさんのお陰で言葉に困る事なく、安心して楽しくお買い物が出来ました。
ミキさんのこころ配り、ありがとうございました。セブはまだ物価も安く、これからま
すます発展して行く所だと思いました。なによりも子供が多いこと。若者が多い
こと。貧しいかも知れないけど活気があります。信号機も無い４車線道路も車で
いっぱいですが、お互い譲り合って運転しているのです。気が長いのか、のん
びりしているのか、日本だったら喧嘩になるはずなのにと思って見て来ました。
美味しい料理も沢山頂き、特にくだものいっぱい、食べ放題、生マンゴーは
最高でした。来年は母や子供を誘ってまた来たいと思いました。こんな素敵な所、
皆に教えてあげたいです。楽しい旅行をありがとうございました。

パンダノン島に船で１時間！魚と一緒に泳ぎ、
年齢も時間も忘れて幸せなひと時でした

初ガイドで孫達への土産選びの
手助け。ガイドさん親切にありがとう！

素敵なリゾートに泊まり、プールにお庭、のんび

出発日２月２０日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　伊藤さん

出発日３月８日（４泊５日）
会員歴３年１１ヵ月　藤澤さん

出発日２月２０日（４泊５日）
会員歴１年　小田切さん

出発日３月８日（４泊５日）
会員歴２年　池上さん


