
 

＜編集後記＞
思い出に残るセブ旅行をワールドビッグフォー究極のリゾートで！美しい海に癒しを求め、毎年世界中から観
光客が訪れるフィリピン・セブ島。そんなセブの海を優雅に満喫する「アイランドホッピング＆ピクニック」は、
子供から大人まで楽しめるお勧めのアクティビティーです。セブ島近海の離島でシュノーケルやＢＢＱ、カラフ
ルな魚やサンゴ礁が迎えてくれる大自然の恵みを是非体験してみてはいかがでしょうか？尚、楽しいご旅行の
計画の為にも、ご予約は出発日の４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ておりま
す。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８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、（１４:４０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、（１５:２５分発）１日１便、毎日運航。
⑤中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（１５:３０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

０９／０１～０９／３０ ￥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9月号

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

ごあいさつ
素晴らしい人生経験を堪能できるセブ島は、元気溢れる常夏の島。

爽やかな景観と大海原を渡る優しい風、アットホームに寛ぐ究極の持て成しは
感動を導く至福のひととき、心豊かにすべてが自由に過ごせるセブ島での上質なる滞在は
笑顔に満たされるご家族やご友人との楽しい会話も更に弾むことでしょう。南国の温暖な自然
環境を通じて皆様の人生に夢と希望、幸福が包み込む優雅な時間をいつでもお届け致します。
是非皆様も癒し安らぐ楽しい体験の数々、感動なる思い出づくりを弊社究極のリゾートで！ 
セブ島の豊富な自然環境は美容と健康、若返り効果も抜群！思う存分にご満喫下さい。
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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満ち足りた至福の時を刻むワールドビッグフォー究極のリゾート
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４月、５月、フィリピン諸島は真夏で
す。空港を降り立つと、ムーとした熱
気、温度の熱さとそれぞれの迎え人
の熱気が交錯してなおさら熱い。今
回の予定、ベテラン二名カミギン島
の温泉へ、私共はゆっくりゴルフを楽
しみ、セブ、マクタン島をじっくり観て
ホテルでゆっくりしたいと計画。二名
は前もってガイドさんを通し全て予
約済。早い時間でしたがガイド無しの
一泊、カミギン島へ。何やら言葉が通
じずジェスチャーで通し、無事帰還。

留守の間、ガイドさんは心配で連絡を取り仕切りその都度、私共に知らせて頂きまし
た。日中、シャローンの誕生日を迎え一同でケーキのロウソクに火を灯し、皆で祝いま
した。「これからも宜しく！」今回のバーベキュー場は、場所を替えタリーマ島へ、そこは
いつもワールドビッグフォー専属で船を出して頂ける船長さんの移住している島で、船
長さんは引退し、息子さんが引き継ぎました。船長さん宅へ突然赴き接待を受けまし
た。立派に息子を育て上げ、行く先は安泰な家庭と確信しました。これからも私達を安
全な先導でお願いします。行く度に変わり行くマクタン島、１０年、１５年先、海のまわ
りはビル群で埋め尽くされ自然が消えて行く、淋しい事ですがこれも時代の移り変わり
でしょうか。

今回のバーベキュー場は、
場所を替えタリーマ島へ

２ヵ月ある夏休みを満喫する
子供達！ みんなかわいい♪

今回で四回目のセブ旅行です。３月
８日、気の合った人達と孫娘と総勢１
３人でセントレア（中部国際空港）か
ら初めて出発した。前回３回は成田
空港からでしたが、セントレアはそれ
より大分近く朝が楽でした。まだ寒い
冬の日本から、マクタン・セブ国際空
港に降り立つと夏の様に暖かく、初め
ての孫も驚いていた。２日目は、青い
海を船に乗りカオハガン島へ行き、島
の散歩とバーベキューをした。翌日
は、前回までは天候に恵まれず、行く
ことが出来なかったボホール島へ行
くことが出来た。ボホール島へ着くとバスが待っていて、ロボク川へ行き船に乗り、船上
でバイキングをした。その後、メガネ猿を見に行き、想像以上に小さく、そのかわいい姿
にびっくりした。私は足が悪くチョコレートヒルの長い階段は無理かと思っていたが、ガ
イドさんに助けて頂き登る事が出来ました。上から見る不思議な山々が見られた事がと
ても心に残りました。ガイドさんに感謝しました。まだまだ地震の傷あとが残る世界文化
遺産の教会をみて地震の怖さを知った。４日目は買い物に行き、午後は孫とプールで泳
いだ。最後のお別れパーティーをして頂き、皆で歌って踊って大騒ぎでした。私達が日本
から持って行ったものでビンゴゲームをし、メイドさんにプレゼントした。最後にガイド
さん、メイドさん、運転手さん、一緒に行った方々に大変お世話になり、また有意義な旅
行だったと孫娘も感謝しています。また機会があったら宜しくお願いします。

人生初めての海外旅行

行く度に変わり行くマクタン島、淋しい事
ですがこれも時代の移り変わりでしょうか

天候に恵まれ、船でカオハガン
島やボホール島にも行けました！

四回目のセブ旅行 安堵と癒しの旅

若返りの旅・セブ
今回は２０１６年４月１９日（火）中
部国際空港より１５時３０分、男ばか
り５人のセブ旅行の始まりです。夜マ
クタン・セブ国際空港へ到着、ガイドの
リサさんが笑顔で２年ぶりに迎えて下
さいました。空港の外に出ると３０℃
近くの温度。４月のフィリピンは初めて
で丁度真夏と聞き体に暑さがどっと染
みて来ました。コーラルポイントリゾー
トに着くとメイドの皆さんが若さの笑
顔で迎えて頂き、気持ちがぐっと若返り
ました。セブはとても楽しい所です。男
５人の旅ですから真夏のゴルフを十

分、堪能しました。ガイドさんの説明によるとマクタン島は国際空港があるので年々開発
が進み、リゾートホテル・マンション・セブンイレブンが建設され、今建設中の建物が３ヵ
所で進んでいます。将来、海岸端はホテル・マンションで一杯になる予定だそうです。又、マ
イカー・タクシーなどが年々増えています。数年前まではジプニーも古い車がほとんどでし
たが、今は法律が変わり、ピカピカの新車がほとんどです。子供達も今、夏休みが２ヵ月あ
り、ラプラプ市も毎日、夜はお祭りで大人や子供達が楽しんでいました。大きな打ち上げ花
火がきれいでした。真夏のセブ島を十分堪能し、ガイドさん、車の運転手さん、メイドさん
達、皆さん笑顔で親切な対応でお世話してくださり、毎度の事ですが有り難うございまし
た。又、ワールドビッグフォーのすばらしさ、天候にも恵まれ男ばかり５人旅が無事終わる
事が出来ました。又コーラルポイントリゾートのスタッフの人たちに会うのを楽しみに。

気の合う人達、総勢１３人のセブ旅行！ 島巡りに始
まり買い物、プールを満喫！孫娘も喜んでくれました♪

私は、祖父母に誘われ人生初めての
海外旅行に行ってきました。約２年
前から誘われていましたが中々行け
ませんでした。なので今回行けるっ
てなったとき、すごくわくわくしてま
した。そんな反面、準備していくにつ
れ不安や心配もありました。フィリピ
ンに着くと、とても暑く、空港には人
がたくさんいました。私たちには２
人の運転手さん、２人のガイドさん
と、宿泊先のコーラルポイントリゾ
ートに行くと沢山のメイドさんがつ
いていました。夕飯を食べたお店で
は、普通のお皿でなく、葉っぱのお皿などと驚くことがすごくありました。お腹いっぱ
いになりコーラルポイントリゾートに帰るとお風呂に入り、すぐに寝てしまいました。
それから４日間、たくさんのことを経験し学びました。その中でもフィリピンでの最後
の夜が良かったです。生バンドを聴きながらご飯を食べ、メイドさんが踊りを踊ってく
れて、私たちも踊りました。ビンゴゲームもやりました。全然、話しかけたりできなかっ
たメイドさん、運転手さん、ガイドさんと写真を撮ったりし、仲良くなれて本当に嬉し
かったです。最後は運転手さんとガイドさんに、少し外に連れて行ってもらい散歩を
しました。言葉は通じたり通じなかったりはありましたが、すごく楽しかったです。旅行
とかでも、それ以外でも外国との関係を大事にしていきたいと思いました。はじめて
の海外旅行、この４泊５日、最高の思い出ができました。

おじいちゃんとプールで泳ぎま
した。夢の旅行の実現です！

男ばかり５人のセブ旅行！ 真夏
のゴルフを十分堪能しました！

大好きなおじいちゃん、おばあちゃん
とボホール島へ。楽しかったで～す！！

出発日３月８日（４泊５日）
会員歴６年６ヵ月　藤澤さん

出発日４月１９日（４泊５日）
会員歴１４年　西村さん

出発日３月８日（４泊５日）
会員歴６年６ヵ月　藤澤さん

出発日４月１９日（４泊５日）
会員歴８年　伊澤さん
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今まで色々な国へツアーで行きまし
たが、年をとった現在は長時間のフ
ライトは困難ですのでセブは４時間
半で行けて最適です。今回で３回目
ですが何処へ行っても美しく、心から
癒され、新たに命と幸せを頂き「元気
になってまた頑張ろう」と思えるとこ
ろそれがセブです。又、一番は決めら
れたコースでない事。私たち高齢者
（３人）は足が悪い為、朝田さんが配
慮して下さり、其の日の体調に合わ
せて何処へ行くか決めてくれ若い皆

様も賛同してくださり感謝感謝！さて今日は何処へ連れて行ってもらえるのか？毎朝が
楽しみ！それに行けても皆様に少しでも迷惑を掛けない様、毎晩マッサージをして頂
き体を解し（今回はタイ式で最高でした。）朝はトレーニングで体を整えました。今回は
ロボック川の船下りでの民族舞踊と古民家を見られた事と新しくバナナボートに乗っ
た事、余分な事ですが日頃バイクで行動している為、バランスが良く快適でした。其の
都度、新しい発見が出来て幸せでまた来たくなるセブです。最後の夜は楽しくスタッフ
の皆様の若いエネルギーをいただき踊り、幸せの一夜を過ごしました。スタッフの温
かいおもてなしと同行の皆様に感謝します。

セブは４時間半で行けて最適です！ 心から癒され新
たに命と幸せを頂き元気になれる素敵な場所です♪

ワールドビッグフォーありがとう！ 楽しい一時
でした！！ いつまでもお付き合い願います！！

写真でしか見られなかったコーラルポ
イントリゾートをこの目で見ることがで
き、中身の濃い５日間でした。初日は天
候不順のため、セブに着いたのが夜の
１０時半過ぎ、それにもかかわらず鈴
木さんをはじめ通訳のミキさん、運転
手のベルナルドさんが迎えてくれまし
た。宿に着くとメイドさん達の出迎え、
遅い夕飯でしたが、現地スタッフの温
かいおもてなしで腹を満たすことがで
きました。２日目からは精力的に動き、
セブ市内観光とショッピング、夜景のす
ばらしい展望台とその下にあるレスト
ランで夕食。３日目はボホール島観光、メガネザルを身近に見て、そのあと遊覧を兼ねた昼
食、船から見る自然と現地の人の踊りが異国情緒たっぷりでした。また船上で食べたバナナ
は黄色に熟れて本当においしかったです。その後はチョコレートヒルへ、眼下に広がる異景
は地球の広大さを感じさせるものでした。４日目は離島でのバーベキュー、途中色とりどり
の魚とサンゴ礁、あこがれの南の海を覗くことができました。離島はこれも南国特有の雰囲
気を感じさせ、浜辺での素潜りでクマノミとイソギンチャクが戯れているのを見たときはま
たまた感激でした。そして最後の夜はスタッフ全員と粋なバンドが私たちをもてなしてくれ
ました。現地の人たちのノリの良さに思わず一緒に踊ってしまいました。最後に私たち夫婦
の結婚３０周年を祝ってのサプライズ、銘の入ったケーキを前に一時、若かりし頃を思い出
させてくれました。スタッフの皆さん本当にありがとうございました。

七色にきらめく宝島

毎日自由に過ごせるセブ！ 其の日の体調に合わせて何処
へ行くか決めてくれ若い皆様も賛同してくださり感謝感謝！

チョコレートヒルへ、眼下に広がる異景
は地球の広大さを感じさせるものでした！

楽しかったセブ５日間 セブは最高

ただいま！５度目のセブ島
泳ぎはあまり得意ではないが、今回ネ
ットでシュノーケルを購入してセブへ
向かった。行きは７名、帰りは８名、帰
りにメイドさんを連れて帰った訳では
ありません。鈴木統括が先月中旬に１
グループの付き添いで渡航、我々は３
グループ目でしたので帰りは一緒にな
った訳です。初めての方が３名、２回
目の方が２名、自分達２名は５度目と
なり、成田発ＰＲ４３３便１４時２５
分のフライトで一路セブへ。空港では
ガイドのシャローンさんとドライバー
のベルナルドさんが出迎えてくれた。
機内食等で腹持ちが良かったので、そ

のままコーラルポイントリゾートへ。道行く人達は変わらないが、近隣の景観が変わりビ
ルが建ち発展していく様がわかる。到着すると馴染、新顔のメイドさんが出迎えてくれた。
Ａ棟６階で部屋割りを決め、自分達２名は５階のワンフロアに泊まる事になった。以前
４階と６階には泊まった事はあるが、５階は初めてである。明日の日程を決め床に着く。
毎朝の日の出とそよ風、コーヒーとマンゴージュースはいつでも美味しい。カモテス島、
ボホール島とも日帰りで、日程的にはきつかったが、バディアンゴルフリゾートでは一泊
し、ゴルフをしたりカワサン滝で洗礼を受け最高でした。オイルマッサージも全員の方が
良かったとの事。次回もお願いすることになった。毎朝泳ぐ時、シュノーケルを付けると長
く泳いでいられるので感謝です。澄み切った海、魚も一緒に泳ぐ様、うれしい、楽しい、あり
がたい。最高！感謝です。お別れパーティーでは村松理事からの差し入れがあり全員で食
べて飲んで踊って、それはそれは楽しい一時でした。ワールドビッグフォーありがとう！い
つまでもお付き合い願います。

夫婦の結婚３０周年を祝ってのサプライズ、銘の入った
ケーキを前に一時若かりし頃を思い出させてくれました！

朝：早朝が美しいセブ。赤い帯は希望
の光。情熱とパワーの源。ゆったり呼
吸していると、朱色～黄金に輝く日の
出。全身に太陽の波動が満ち、再生の
エネルギーにつつまれる。黄金の恵み
はバイタリティー、意志力、自信を与え
てくれる。輝く海はどんな宝石よりきれ
い。飽きる事がない。懐かしい世界を
思い出す。ネガティブな思考がすべて
ポジティブに入れ替わり、あらゆるも
のが清められていく感覚。目を閉じれ
ば、繰り返される波の音。そのリズムは
忘れていた遥か昔の記憶を呼び起こす。人生で最も大切なものは何か？自分は誰なの
か・・・なぜ今ここにいるのか？五感が研ぎ澄まされ自然界と一体化する自分がここにい
る。珍しい鳥の声、微風が暖かく心地よく素肌をくすぐり、日本にない香りと自然の豊かさ
を堪能できる。神聖なる時間が流れていく幸せ・・・昼：どこにいても、何をしても楽しさと
美しさを満喫でき、色とりどりの花に目を奪われる。ピンクは人を優しい気持ちにし、願い
を叶える力を高めてくれる。エメラルドの海は、全細胞を整え調和させやすい色。空や濃
いブルーは精神を落ち着け、平和な心とワンネスの世界観をもたらす。夜：これまた楽し
いダンス天国。ホールは七色、紫の照明が魅惑的、見知らぬ男女、陰と陽の溶け合うエネ
ルギーがとてもタントリック。言葉を超えた世界へ誘うラテンリズム。行けば行くほど好き
になる私の宝島。７回目に感謝！魂を輝かせる旅、それがセブ！！

どこにいても、何をしても楽しさと美しさを
満喫でき、色とりどりの花に目を奪われる

行きは７名帰りは８名、帰りにメイドさんを連れて帰った
訳ではありません（笑）“黒いメガネ”猿のターシャかな？

ネガティブな思考がすべてポジティブに入れ替わり、五感
が研ぎ澄まされ自然界と一体化する自分がここにいる

出発日３月２８日（４泊５日）
会員歴１１年５ヵ月　山嵜さん

出発日３月２８日（４泊５日）
会員歴３年９ヵ月　古市さん

出発日３月２６日（４泊５日）
会員歴1年２ヵ月　佐久間さん

出発日４月２日（８泊９日）
会員歴９年９ヵ月　鈴木さん
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いつものメンバー８人で、８泊９日の
旅へスタート！コーラルポイントリゾー
トではメイドさんに迎えて頂きホッと
しました。滞在期間が長いので、次の
日の予定は前日の夜に皆で話し合っ
て決めるので、ゆっくりの旅でした。私
の一番の楽しみは海水プールで泳ぐ
事です。朝夕と泳げたので楽しかった
です。それに毎朝のマンゴー、パイナ
ップル、バナナの果物と生のジュース、
とっても美味しかったです。夜はマッ

サージで心身共にリフレッシュする事ができました。カモテスリゾートやバディアンゴル
フリゾート、カワサン滝までの移動は歩いて行くと思っていたのに、バイクに乗せてもら
いました。歩かず楽でしたがそのスリルは７５歳生きて初めての経験でした。セブは年々
ホテルやマンションが建ち、車も多く走って居ました。何よりも子供達がたくさんいる事で
す。人口が増えてこの子供達が国を背負って行くと思うと頼もしく見えました。これからも
どんどん発展して行く国だと思いましたし、元気で行って来れたのも現地のガイド兼通訳
とドライバーさん、そして私達を連れて行って下さった佐藤統括さんのお陰です。本当に
ありがとうございました。また来年も健康であれば行きたいと思っています。

私の一番の楽しみも叶えられました！また
来年も健康であれば行きたいと思っています！ 

想い出残るセブ旅行！ これも「ワールドビッグ
フォーに入っているからこそ」と感謝の毎日です！

はじめてのセブ島で至福の時間を過
ごさせていただきました。朝は野鳥の
声と昔懐かしいニワトリの声で目がさ
める。コーラルポイントリゾートのベラ
ンダからは、水平線が赤みを帯びで来
ると、黄金色の光の帯を海面一杯に放
ちながら、ぐんぐんと一気に昇る太陽。
朝のマンゴージュース。カモテスリゾ
ートではステキなビラで昼食。他のメ
ンバーはボホール島行。私は体調の
都合で留守番。大海原を眼下に眺め、
好きな本をゆっくり読む。顔を上げればブーゲンビリアの花が風にゆられている。なんと
いう贅沢な時間なのでしょう。パラセーリングでは空高く舞い、鳥になりました。町中は子
供や若者であふれ、すごい活気です。どんどんと発展していきそうです。さよならパーティ
ーでは村松理事より、ドーンと子豚の丸焼きの差し入れ。とても美味しかったです。村松理
事、有り難うございます。また、バンドやメイドさん、ドライバーさん、ガイドさんの方達の
見事な歌とダンス、太陽の国セブの情熱的な踊りはラテン系に通ずるものがあるので
は・・・と思いました。私達も一緒になり全員で踊りました。本当に楽しい時間でした。同行
して下さった皆様、お世話をして下さったワールドビッグフォーの皆様、全ての皆様に感
謝の気持ちで一杯です。

１０回目のセブの旅行

いつものメンバー８人で、８泊９日の旅へスタート！
滞在期間が長いのでゆっくりの旅でした！

大海原を眼下に眺め、好きな本をゆっくり読む。顔を上げれば
ブーゲンビリアの花が風にゆられている。なんという贅沢♪

はじめてのセブ島で夢の一時 ５回目のセブの旅

想い出残るセブ旅行
今回３回目のセブ旅行。マクタン・セ
ブ空港までガイドさん、運転手さんに
迎えて頂き、コーラルポイントリゾート
まで行く途中、前より乗り合いバスや
バイク、車、人々が多くてビックリ。コー
ラルポイントリゾートに着くとメイドさ
ん達がやさしく迎えて下さり、到着後
直ぐ作ってくれたマンゴージュースが
とても美味しかったです。毎朝、水着に
なり、１時間ほど遊び、毎日のようにあ
ちこちショッピングをして、お寺や、教

会、いろいろな所を見て回り楽しかったです。前回も、バディアンゴルフリゾートまで行き、
一泊した時、近隣にあるカワサン滝を見て帰ったので、今回はバイクに２名乗せて頂き、
筏で滝に打たれ、皆「ギャ～」悲鳴をあげ、でもとても楽しかったです。都合で４日目の夜
にさよならパーティーを前倒しして頂き、生バンド、メイドさん達のすばらしいダンス、今
回３名の方の誕生日で、バースデーケーキと村松理事様からの子豚の丸焼きの差し入れ
を頂きビックリ、本当に美味しかったです。昼と夜の食事は日本人経営のお店で食事、こ
ちらもとても美味しかったです。これも「ワールドビッグフォーに入っているからこそ」と感
謝の毎日です。お世話になったメイドさん、ガイドさん、運転手さん、統括の佐藤さん、そ
してご一家の皆様いろいろとお世話になりありがとうございました。

はじめてのセブ島で至福の時間！ カモテス
リゾートではステキなビラで昼食も満喫！

今回記念すべき１０回目のセブ旅行

となりました。毎年とても楽しみに行

かせて貰っています。今年もゆっくりと

南国リゾートを満喫して来ました。こ

の旅行は毎年、私達のペースに合わ

せてくれ、疲れた時には休み、無理の

ない行動でゆっくりと過すことができ、

とても嬉しかったです。今年も旬のマ

ンゴーに美味しい料理を沢山頂きました。今年はワニ園にも行き、大きなワニとヘビを見

て来ました。私はヘビが好きなので、大きなヘビはとても可愛かったです。今回もあっとい

う間の９日間でした。ガイドさんやメイドの皆さん達にとても親切にしてもらい、安心して

旅行を楽しむことができました。ありがとうございました。ワールドビッグフォー様に感謝

でいっぱいです。毎日元気に過し、これからも末永くワールドビッグフォー様と関わって行

きたいと思っています。

疲れた時には休み、無理のない行動でゆっく
りと過すことができ、とても嬉しかったです♪

バースデーケーキと子豚の丸焼きの差し入れ
を頂きビックリ！ 本当に美味しかったです♪

今回記念すべき１０回目のセブ旅行！ 今年は
ワニ園にも行き、大きなワニとヘビを見て来ました！

出発日４月１０日（８泊９日）
会員歴９年１１ヵ月　佐藤さん

出発日４月１０日（８泊９日）
会員歴６年７ヵ月　小松さん

出発日４月２日（８泊９日）
会員歴９ヵ月　山田さん

出発日４月１０日（８泊９日）
会員歴５年１ヵ月　鷲尾さん
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７人で行って来ましたセブ、４泊５
日！！到着したのが夜で、車窓から見え
る風景が７０年まえの日本の様だっ
たので少しドキドキしましたが、ガイ
ドのシャローンさんとドライバーさん
のお陰でとても楽しい時間を過ごすこ
とができました。部屋に着くとシャロ
ーンさんが、皆に楽しんでもらいたい
と一人一人から希望を聞き出して予
定を立てて下さいました。私が希望し
たのはシーウォーカー！耳抜きが出来

るか不安でしたが、海の中に入るとそんな心配は消え去り熱帯魚に迎えられ、もう最高！！
インストラクターさんがとても親切で、あっと言う間の２５分間でした。ボホール島では
なんといっても世界最小の原始猿ターシャが可愛かった！！絶滅の危機に瀕しているとい
うので、日本の動物園の様にガラス越しに見るのかと思っていたら、保護区とは言え自然
の中で会えたのには感動しました。ノーフラッシュなら写真撮影ＯＫ。数が増えるよう願
っています。コーラルポイントリゾート内の部屋からすぐのプールで泳ぎ、スパ＆エステ
で身体も心もきれいになり、水平線からの美しい朝日もみられ、最後の夜にはパーティー
も開いてくださって、本当にすばらしい５日間でした。スタッフ全員に感謝です。ありがと
うございました。※朝食のマンゴージュースにも感激しました。

私の第一希望のシーウォーカー♪
熱帯魚に迎えられ、もう最高！！

驚きあり、笑いあり、すべて夢のごときロングバケー
ション♪ありがとうスタッフの皆さん！ありがとうセブ！

今年も仲間に助けてもらい旅すること

が出来ました。バンカーボートの移動

では、たくましいお兄さんに負ぶって

運んでもらいました。マッサージ、エス

テ、ショッピング、体の調子に合わせて

コーラルポイントリゾートでのんびり。

出かける時は（両手に花）かわいいメイドさんに助けてもらいました。今回はガードマン

さんにも助けてもらいました。いつでもどこでも気を使ってくれた友人、ガイド兼通訳のリ

サさん、メイドさん、ドライバーさん、本当にありがとうございました。とても楽しく、リラッ

クスしてセブ旅行が出来ました。障害者にやさしいセブ、こんなに楽しませてくれたワール

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。

感謝でいっぱいのセブ旅行

コーラルポイントリゾート内の部屋からすぐのプールで
泳ぎ、水平線からの美しい朝日も見ることができました！

バンカーボートの移動では、たくましい
お兄さんに負ぶって運んでもらいました！

心強い仲間とセブへ スタッフに感謝

ありがとう セブ！
平均年齢６２．７歳という高齢おばさ
ん７人のにぎやかで楽しいセブの旅
でした。「シーウォーカーを体験した
い、マンゴー工場へ行きたい、エステ
をしたい、貝殻細工のお土産を買いた
い、ボホール島へ行きたい、プールで
のんびり泳ぎたい」・・・「メイドさんに
そうめんを茹でてもらいましょう、ごは
んも炊いてもらいましょう」・・・おばさ
ん達の願いはきりがありません。この
３月で退職した私は、このすべてをや
りたいという一番わがままな願いをひ

そかに心に秘め、初めてのセブ旅行に参加しました。そして、なんとすべてやらせていただ
きました。美しいセブの海に３８㎏の装具をかぶり潜ったシーウォーカーの体験。マンゴ
ー工場でドライマンゴーとマンゴージュースが買えたこと。一人に三人のスタッフで全身、
顔、足裏をエステしてもらったこと。ラプラプ公園の出店で貝殻細工のネックレスを値切っ
て買ったこと。ボホール島でターシャに会えたこと。更に、薬味付きの冷たいそうめんと炊
きたてのご飯で食べたカレーとおむすびのおいしかったこと。これらのどの体験にも、驚
きあり、笑いあり、エピソードありで楽しく充実したものでした。まさにすべて夢のごときロ
ングバケーション。日本以上の「お・も・て・な・し」をたくさんしていただき、今、私は感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうスタッフの皆さん！ありがとうセブ！

障害者にやさしいセブ！ こんなに楽しませてくれたワールド
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！

今回、母と姉に連れられ初めてセブ島
へ行くことができました。海外旅行に
はあまり慣れていないので、少し不安
もありドキドキしていました。しかし、
持ち物からチップのことまで細かく書
かれた旅行ガイドを頂けたのですごく
助かりました。セブ島に到着すると、ガ
イドのリサさんと運転手のベルナルド
さんがにこやかに出迎えてくださり、と
ても安心し、ワクワク感が一気に高ま
りました。セブの街は多くの人とたくさ
んの車、イヌ、鳥、ヤギがいてとても活
気がありました。すぐにフィリピン料理
をいただいて、いざコーラルポイントリゾートへ！お部屋はとても広く豪華で、もうすごい
の一言でした！！！到着は夜だったので気が付きませんでしたが、翌朝カーテンを開けると
朝日でキラキラ光る広い海、真っ青の空が広がっていて感動しました。そして、船に乗り離
島でＢＢＱをしていただきました。３日目は姉とボホール島へ！母は体調を崩してお留守
番。母が心配でしたがメイドさんが付いてくれて連絡をくれたので安心して楽しめまし
た。ボホール島では素敵すぎるクルーズバイキングを楽しみチョコレートヒルズをみて最
後は空を飛びました！リサさんが島の事や歴史などを教えてくれ楽しくいろいろ知ること
ができました。４日目はエステなどをゆったり楽しみました。本当に感謝でいっぱいの充
実した時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

母と姉、３人で初めてのセブ島。本当に感謝でいっ
ぱいの充実した時間を過ごすことができました！

７人のにぎやかで楽しいセブの旅！思い立った事、
やりたい事、なんとすべてやらせていただきました！

キラキラ光る♪広い海♪真っ青
の空♪ＢＢＱ♪楽しすぎる～♪♪

出発日５月１８日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　池田さん

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　上村さん

出発日５月１０日（８泊９日）
会員歴５年３ヵ月　蒔田さん

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴４ヵ月　難波さん
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私はもうすぐ還暦を迎えます。長年勤
めた職場を一段落し、前にセブの映像
を見て一度は行きたいと思い、自分へ
の褒美にと、６泊７日の旅に参加しま
した。娘夫婦は沖縄より２人で参加し
ました。初めは沖縄の海と変わらない
のでは？と期待度は薄かったようです
が、マクタン島の空気に触れ、元気で
明るいメイドさん、ガイドのミキさん
達と触れ合いながら、来て良かったと
喜んでいました。食事もガイドさんか

ら紹介してもらい、空港近くのイタリアンレストランに２度も行き、ペペロンチーノパスタ
が美味しく、パイナップルジュースも最高でした。私は沖縄でダイビングの経験もあった
ので６日目に舟を出してもらいポイントでシュノーケリング！セブの海を満喫して来まし
た。たくさんの魚達と出逢えて時間を忘れ、ゆっくりと時間が流れていく南の海は最高で
した。一緒に行った友人は初めての経験だったので途中で溺れそうになり、ライフジャケ
ットも着ていたのですが、舟でお手伝いをする子供に助けて貰い、皆で大笑いし楽しい
思い出になりました。娘達は４泊で帰国、その後私達はエステに行ったりとゆったりと流
れる時間と共に日頃の疲れも忘れ、楽しい旅となりました。日本語の話せるガイドさんだ
から心配もなく、買い物も安心して出来、お土産も充実し、大変お世話になりました。ゆっ
たりと楽しく過せた旅をありがとうございました。

長年勤めた職場を一段落！一度は行きたいと思
い、自分への褒美にと、６泊７日の旅に参加♪♪

フィリピン料理の注文から悪戦苦闘。
身振り手振りで乗り切りました！

昨年１１月に４０歳になる娘を亡く
し、まだ７ヵ月足らずなのに早いんじ
ゃないのかの声もあったのですが、誘
われた機会を逃すまいと、主人の協力
もあり出発にとりつけました。セブ島は
名前で憧れを持っており、楽しみにし
ていました。成田空港を発って４時間
余り、到着した途端、“ムッ”とした空気
に包まれる中、ガイドのシャローンさ
んの笑顔に迎えられました。コーラル
ポイントリゾートに着くまでの車窓か
らは、大きなビルが見えたと思うと、今
にも壊れそうな家に住む人々、信号がほとんどないのに交通事故は１度も見ませんでし
た。今回３人の姪と姪のお友達３人の計７人で申し込みました。その中で２人が２度目と
あって米や素麺、カップ麺にレトルトカレー、おつまみ等も持参して、とても豪華なディナー
でした。無駄なお金を使わず、ゆっくり出来ました。旅の行程もショッピング、ボホール島、
シーウォークにエステと盛り沢山でした。私はエステには行きませんでしたが、シーウォー
クに挑戦！ちょっぴり不安でした。潜った途端耳が変！どうやるんだっけ？とパニックになり
かけましたが、落ち着いて教えて貰った通りに鼻をつまんで耳抜きが成功、ゆっくり歩いて
いると沢山の魚に囲まれ、手渡しでエサをあげるのに夢中でした。でも波に揺られ「あれ、
気持ち悪いかも」と思ったころ時間が来て、丁度良かったです。私にとって人生最初で最後
の経験だった事は間違いありません。本当に楽しい思い出をありがとうございました。

楽しかったセブ旅行

舟を出してもらいシュノーケリング！ セブの海を満喫して
来ました。たくさんの魚達と出逢える南の海は最高でした！

初めてのセブ体験でしたが、２人が２度目とあって米や素
麺等も持参。無駄なお金を使わず、ゆっくり出来ました

初めての体験 セブの青い海

進化する６０代
「セブに退職記念旅行に行かない？」友
達のこの一言でセブ旅行が決定。会員
となって１ヵ月程でセブの地を踏むこ
とになりました。先輩会員のアドバイス
どおりにパンダノン島、ボホール島の見
学やスパ、マリンスポーツの体験と盛り
だくさんのスケジュールをこなしまし
た。快晴にも恵まれ、南国の開放気分を
存分に味わった５日間でした。まず驚
いたのはコーラルポイントリゾートの
豪華なこと。びっくりポンの世界でした。
かわいいメイドさんのお世話になり王

女の気分になりました。ガイドさんは私たちが初めてという方でした。初日のフィリピン料理
の注文から悪戦苦闘。いえ全ての日程で中学校レベルの英語が飛び交い、おばさんパワー
の身振り手振りでなんとか乗り切りました。これも楽しい思い出となりました。還暦を過ぎて
から「進化する６０代」をモットーに生活しています。セブでも『ダイビング』に挑戦。ところが
うまく呼吸ができず、連れて行けない宣告！！がっかりでしたが、シュノーケリングとパラセー
リングを堪能しました。「次こそは・・・」と新たな目標ができました。ちょうど夏休みで、いたる
ところに明るく純真にたわむれる子供達の姿がありました。若者も多く、国全体が活気づい
ていました。先の大戦で戦場となった国でありながら、日本人を受け入れ、友好的に接してく
れたフィリピンの人々に感謝です。また来ます！！

シーウォークに挑戦！ ゆっくり歩いていると沢山の
魚に囲まれ、手渡しでエサをあげるのに夢中でした！

コーラルポイントリゾートＡ棟６階全
部を親子３人とお兄ちゃん達６人で
利用し、メイドさん達とも仲良くなりま
した。船でボホール島に行きメガネ猿
を見て船上バイキングを楽しみ、翌日
はお兄ちゃんの結婚パーティーで、私
は２人の指輪を運ぶ役目でした。とて
も嬉しくて涙が出ました。父母のお友
達やワールドビッグフォーの大勢の祝
福を受け、美味しい料理、ブタの丸焼
きを食べたり、現地の方々が私の手を
取って一緒に踊ったりして忘れられな
い想い出になりました。翌日は船でパンダノン島へ行きました。私が船酔いした時、長野の
池上さんが親切にお世話して下さり、お陰様で島に着いてからは海で遊んだりバーベキュ
ーを楽しむ事が出来、本当に感謝しています。島から帰って来てお兄ちゃん達とシーウォー
カーで魚にエサをあげたりして初めての体験をしました。そのあとニューハーフショーを見
て大笑いでした。最後の夜はさよならパーティーをワールドビッグフォーで企画して下さ
り、生バンドの音楽に合わせ、お世話になったワールドビッグフォーの皆さん全員と私達１
１名、遠藤理事さんも一緒にダンスをしたり、美味しい料理を食べたりして、大変な盛り上
がりでした。忘れられない想い出になりました。又セブに行きたいです。ありがとうござい
ました。

船でパンダノン島へ行きました！ 海で遊んだりバー
ベキューを楽しむ事が出来、本当に感謝しています！

「進化する６０代」をモットーに何でも挑
戦します！ ダイビングは再挑戦します♪

楽しかったセブ旅行！ 今回はお兄ちゃんの結婚
パーティーもあり、忘れられない想い出になりました！

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　横山さん

出発日３月７日（６泊７日）
会員歴１年１ヵ月　皆川さん

出発日５月２８日（４泊５日）
会員歴４ヵ月　森さん

出発日４月４日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　保坂さん


