
 

＜編集後記＞
大自然の恵みと若さ溢れるセブ島は元気の宝庫！グルメ、レジャー、ビューティー、ショッピング、とどれをとっても大
人気です！是非ワールドビッグフォーリゾートで、ご家族・ご友人との思い出に残る素敵なひと時をお過ごし下さ
い。尚、連休や年末年始にかけての発券手続きは大変混雑が予想されますので、ご旅行を検討される場合、早期の
手続きをお勧め致します。ご予約及び出発前のご不明な点は、当社旅行担当までお気軽に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1）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。
（注２）成田―セブ線、及び名古屋―セブ線の発着時刻が１０月３０日より変更となります。

①上記料金は平成２８年９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

１０／０１～０３／３１ ￥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
大自然が持て成す絶好の環境づくり、人生観をも変えるセブ島

ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！新しい出会いと充実したリゾートライフ

生きがいは幸福を導き、皆様の健康づくりにも役立ちます。近年、華やかな

環境開発と共に著しい経済発展を遂げつつあるフィリピン。明るく勤勉な国民性と全世界で通用

する正確な英語力により海外からのビジネス渡航者数も年々増加。セブ島もまた渡航利便性の

向上により魅力溢れる南国観光スポットとして海外旅行者から更に人気が高まっております。

大自然の恩恵をワールドビッグフォー究極のリゾートで！是非皆様も癒し安らぐアット

ホームな至福のひととき、感動に満たされた健康長寿体験をお気軽にご堪能下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、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     報
平成28年10月号

珊瑚礁の大海原が包みこむワールドビッグフォー究極のリゾート

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～

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４７９
ＰＲ４０９

１０月２９日まで
毎　　 日 / １４：４０
毎　　 日 / ２０：３０
火・水・土 / １５：３０
毎　　 日 / １５：２５

１０月３０日以降
毎　　日 / １４：２５
毎　　日 / ０９：１５
水・土・日 / １５：２０
※変更はありません
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足もろくに動かず、耳もよく聞こえない
この年寄りがセブの海に浸ることがで
きたのは、一緒に行った皆様のおかげ
です。朝田さんには本当にお世話にな
りました。セブの空港に到着してから
すごい道路事情の中を移動中、つい
に車酔いにかかってしまった。フィリピ
ンレストランに着いても食事が喉を通
らず水だけ頂きました。コーラルポイ
ントリゾートの部屋に着いたらマッサ

ージ師の方が来てくれて、マッサージを受けました。三晩も施術してもらったので毎日と
ても快調でした。ドライバーさんやいろいろな人達に手を差し伸べてもらい、統括の朝田
さんに車イスを押して貰い、いろいろなところへ行って来ました。沢山美味しいものも食
べました。恥ずかしながら爪を赤く塗って貰ったのは、この年でもうれしかったです。朝田
さんに手を引かれ、サンゴ礁の海へも入った。ワカメが白い砂の上にゆらゆら生えてい
て、手を伸ばしてとったりもした。９４歳（もうすぐ）の誕生日ケーキは会社からのプレゼ
ントでした。こんな楽しいことは日本ではありませんでした。御一緒させていただきありが
とうございました。

いろいろなところへ行き沢山美味しいものも食べました！
爪を赤く塗って貰ったのは、この年でもうれしかったです♡

洞窟の中に出来た自然の湖で泳ぎました。
とても冷たくて気持ちが良かったです！

内科のお医者さんに、おみやげの
ドライマンゴーを持って行くと「ま
た行ってきたの？あなた、セブに
行くと元気になるわね！」と言われ
た。本当に薬より身体がシャッキ
リ、気分も若返るから不思議。３回
目ともなると気が楽でのんびりゆっ
たり。パラセーリングもまわり中の
景色を楽しむ余裕があり、今年はな
んだか低すぎると思ったくらいだ。
ボホール島へも２時間半があっと
いう間だ。暑すぎるのかターシャ
が地べたにいた。可愛くねずみの
様でもあり、茶色でもっくりきのこの様。珍しい生き物、長生きすると変わったも
んがみられる。ランチクルーズは、緑の川がきれいで、ビールがとても美味しか
ったこと。何処へ行っても車いすが予約されていて快適で助かります。いくつに
なっても、ここは旅が楽しめる所。セブは高齢の人が少ないのか？９６才、９３才
が税関を通る時、びっくりされ、帰りは質問攻め・・・「何しに来たの？」「パラセー
リング」と答えて更にびっくり。そこにいた４人の税関の人（見張り番か？女性の
人達）が代わる代わる私の顔を覗きに来た。（９６才に見えない程、若いと思わ
れたかもしれないねぇ）現地スタッフのリサちゃん、メイドさん達、いつも気を使
って下さり有難い事です。私の姉は１００才前日に亡くなったが、私はできるこ
となら、オリンピックの年まで頑張りたい。パスポートもまだあるしねぇ。その頃
１０１才・・・万歳！いつ飲んでも最高！セブのビール・・・万歳！いつ食べてもセ
ブの美味しいいマンゴー・・・万歳！このオババにセブは、ごくらく♡ごくらく♡

セブの太陽さま

耳もよく聞こえないこの年寄りがセブの海に浸るこ
とができたのは、一緒に行った皆様のおかげです！

税関で「何しに来たの？」と聞かれ、
「パラセーリング」と答えびっくりされました。

９６才のつぶやき…セブは、ごくらく、ごくらく♡ 白いサンゴ礁の海で

セブ７回目
今年１月にも娘と孫達と楽しく過して、
又会員様達と出発しました。皆様とて
も楽しみにしていて、成田までのタク
シーの中でセブの話しに花が咲いて
いました。行きには飛行機が揺れて、
４名ほど酔ってしまい苦しい思いをし
たようです。今回は総勢９名でのセブ
旅行！濃厚で美味しいウェルカムドリ
ンク「マンゴージュース」からのスター
トです。ガイド兼通訳はベテランのリ
サさん、そして、新人のダイアナさんが
私達のお世話をしてくれました。去年
はカモテス島へ行けなかったので、船

に揺られてカモテスリゾートへ。洞窟の中に出来た自然の湖で泳ぎました。とても冷たく
て気持ちが良かったです。セブ市内では観光や買い物を存分に楽しみ、毎日がアッという
間に過ぎて行きました。バディアンゴルフリゾートでは、近隣にあるカワサン滝で滝修行
をしました！滞在４日目です！まだ修行がたりませんが、楽しく海で貝を拾ったり、綺麗な
珊瑚を探しました。家用に少しずつ持ち帰った貝や珊瑚のかけらがふえて来て、南の島の
ようになっています。今年も９名、皆様元気に旅が出来ました。又１年頑張って働いて、セ
ブに遊びに行きたいと思います。各施設のスタッフの皆様、ガイド、ドライバー様、本当に
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す。元気に日々を過して何回で
もセブの地を訪れたいと思っています。Ｉ♡ＣＥＢＵで～す♪

セブのビール、セブのマンゴー万歳！！
このオババにセブはごくらく♡ごくらく♡

ずっと以前からワールドビッグフォー
のお話しを朝田氏より伺っておりまし
たが、当時は仕事や家の事で目まぐる
しく、何の余裕もなく働いていたので
すが、あれからすごい年月がたって不
思議なご縁で再会し、「ちょっと休もう
よ、セブへ行ってリフレッシュしてみた
ら？」というお誘いに即入会しました。
いつ行けるのか楽しみにしておりまし
たが、こんなにも早く実現するとは！し
かも９３歳の母と弟のフィリピン出身のお嫁さんと共に行って来れました。初体験のパラ
セーリングとバナナボート、空に浮かんだ時は怖さと嬉しさでセブ島が涙で霞んでしまっ
た（笑）バナナボートもスリル満点で、手を離せば落ちてしまう怖さもあり大はしゃぎ！これ
でスッキリリフレッシュしたのでした。食事もいろいろ頂きました。なんといっても朝のフ
レッシュジュースが美味しかったのです。若くてピチピチのメイドさん達は大勢まとまった
らＡＫＢ４８ばりのダンスでサヨナラパーティーを盛り上げてくれました。そして４日間
セブの日の出を厳かに迎えられてこんな自分アリ？夢かしら？いや現実！その時、家族に感
謝の思いを感じさせてくれたセブの黄金に輝く太陽さまはすばらしかったです。

４日間セブの日の出を厳かに迎えられて、こんな自分アリ？
夢かしら？いや現実！と家族に感謝の思いを感じました！

元気に日々を過して何回でもセブの地を訪
れたいと思っています！ I♡ＣＥＢＵで～す♪

初体験のパラセーリングとバナナボート！ 空に浮かん
だ時は怖さと嬉しさでセブ島が涙で霞んでしまった（笑）

出発日３月２８日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　宮坂さん

出発日３月２８日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　中澤さん

出発日３月２８日（４泊５日）
会員歴４年　竹岡さん

出発日４月１０日（８泊９日）
会員歴１０年　佐藤さん

♥♥♥



3 4

４泊５日で友人と２人でセブに行っ
て来ました。フィリピン自体は３回目
でしたが、セブは初めて参加をしまし
た。マクタン・セブ空港へ到着後、東南
アジアのにおいと湿気が懐かしい気
がした。ガイドさん・ドライバーさんに
レストランへ連れて行ってもらってか
らコーラルポイントリゾートへ。ウェル
カムドリンクのマンゴージュースがレ
ストランのマンゴージュースよりも果
汁たっぷりで美味しかったのが印象
的でした。それから宿泊するスペシャ
ルビラに案内してもらった。その広さ

に正直驚いたのと、メイドさんがいるというのには感激しました。２日目はカモテス島へ
行きました。海は青いし、空も青い。ランチはBBQを作って貰いおいしく食べて、また海
へ。３日目は、ボホール島。お目当てのターシャと会い、チョコレートヒルにも行けてとて
も満足でした！ターシャに関してはあまりにも小さくて、最初どこにいるのか分からなかっ
たです（笑）また、一緒に行った友人のお目当てだった金色のヘビも見られて嬉しそうで
した。ガイド兼通訳のラッチさんはビビッて遠くで見ていました（笑）４日目は市内観光
へ。ガイドさん、ドライバーさんとも仲良くなり、買い物の時はおすすめ商品なんかを教
えてくれて効率よく買うことが出来ました。マンゴーをこれでもかというくらい買い物し、
夕飯はシャングリラホテルで…。最高の思い出になりました♪また、行きたいです！！

ボホール島では、お目当てのターシャと会い、
チョコレートヒルにも行けてとても満足でした！

とても居心地良く、リラックスして素敵な景色を眺めながら
過ごす事が出来ました！ 是非また行きたいと思いました♪

３度目のセブ旅行は、４月１０日から
４泊５日の旅だった。日ごろお世話に
なっている統括代理店の佐藤様ご一
行８名の「８泊９日の旅」に仲間入り
させていただいた。前回行った時は純
粋な一人旅だっだが、今回は他の皆
様の後ろについていけばよかったの
で、旅に必要な手配などすべてお任せ
で済んだ。コーラルポイントリゾート
ではＢ棟６階の広間を借り切った。２
日目は、セブ市の「サンペドロ要塞」を
はじめ市街見学をし、お目当ての土産品であるマンゴーのお菓子を早々と買ってしまい、
気分も楽になった。前回までは見かけなかつた新製品？の「Ｍａｎｇｏｒｉｎｄ」は特に
気に入ったので、「ＤｒｉｅｄＭａｎｇｏｅｓ」ともども２０袋ほど購入した。他には、シ
ューマート・シティ・セブ（大型ショッピングモール）でコーヒーの粉を２袋。３日目は、ワー
ルドビッグフォー所有「カモテス島」の別荘地へ。お馴染みのバンカーボートで北東方面
への航海２時間半。船乗り他、ガイドさん、ドライバーさん、メイドさんやらお付きが１１
人。バーベキューにビールでマブハイ！午後は島内めぐり。住民の様を垣間見たり、鍾乳洞
を見学しながら初泳ぎをした。船でマクタン島に帰る前に、レイテ方面を眺めながら施設
のプールでひと泳ぎした。岸壁近くの波打ち際で泳ぐのには前回の経験上一人ではため
らいがあったから。日数の関係でマリンスポーツはすべて省略した。

初めてのセブ島

4日目は市内観光を満喫！ 夕飯はシャングリラホテルで…。
最高の思い出になりました♪また、行きたいです！！

前回は一人旅。今回は佐藤統括代理店、
ご一行８名に仲間いりさせていただきました！

３度目のＣＥＢＵ 初めてのセブ旅行

初めてのセブ島旅行
今回、両親と主人と私の４人で初めて

セブ島へ行きました。行く前は「食事は

合うのかなぁ」とか「怖い事に巻き込ま

れないかなぁ」とか、色々と不安があり

ましたが、そんな心配は全く無用でし

た。ガイドさんが案内してくれたレスト

ランはどこも美味しく大満足。滞在中

は現地スタッフのドライバーさんとガ

イドさんがいつもしっかり守ってくれていたので安心してフィリピンの方々の生活を間近

で見る事も出来ました。良い経験が出来たと思います。コーラルポイントリゾートでも、メ

イドさん、マネージャーさんはいつも優しく、笑顔で接して下さり、途中体調を少し崩した

主人の事も心配して下さり、お昼をさっぱり食べられる「そうめん」にしてくれました。とて

も居心地良く、リラックスして素敵な景色を眺めながら過ごす事が出来ました。コーラル

ポイントリゾート内のプール、そして海でのシュノーケリングは思っていた以上に楽しか

ったです。また機会があれば、是非行きたいと思いました♪

土産品であるマンゴーのお菓子を２０袋
ほど購入した！ 早 と々買って、ひと安心♪

８泊９日のセブ島へ、想いが叶って行
って来ました。すばらしい静かな海、晩
にはマンゴージュースに舌鼓し、ホッ
としました。毎朝プールに入り、食事の
おいしいこと。私は初めてなのです
が、他の人は何回も来ておられて、い
ろんなアドバイスを貰いました。高い
お山の上にそびえる立派な道教のお
寺にも行きました。皆で願い事をしま
しょうとガイドさんに教えて貰い、線香
とお金をあげて「健康でセブを楽しん
で帰れますように」とお願いをして参りました。１５日には、私と他の２人が４月の誕生日
ということで、夜に素晴らしい生演奏のバンドとダンスでお祝いして下さったのです。ハッ
ピーバースデーの演奏に大きなケーキで、本当にうれしかったです。８５歳の誕生日をセ
ブで祝って貰えるなんて一生に一度の経験でした。佐藤統括さんのお心遣いに感謝して
います。その後の日程も充実していて、デパート、公園散策等楽しみました。是非また行き
たいです。カワサン滝では、道中バイクに乗せてもらい、スリル満点！また滝に打たれた身
の引き締まる思いは最高でした。旅の間はガイドさんがいろいろとよく面倒をみて下さっ
たので、安心して楽しむことが出来ました。ワールドビッグフォー様ありがとうございます。
セブはとってもいい所です。

カワサン滝では、滝に打たれた身
の引き締まる思いは最高でした！

両親と主人と私の４人で初めてのセブ島へ！ コーラルポイント
リゾート内のプール、海でのシュノーケリングも楽しかったです！

道教のお寺では「健康でセブを楽しんで
帰れますように」とお願いをして参りました！

出発日４月１０日（８泊９日）
会員歴４年５ヵ月　髙橋さん

出発日４月１４日（４泊５日）
会員歴３年４ヵ月　酒井さん

出発日４月１０日（４泊５日）
会員歴７年３ヵ月　峰村さん

出発日４月２３日（３泊４日）
会員歴２年１ヵ月　坂爪さん



5 6

フィリピン大統領選を迎える中、街中

のいたる所にビラが貼られ、溢れる程

の若者と車と活気あるセブに、去年に

続き、気心の知れた友人達と２回目の

訪問。今回はショッピング、マッサー

ジ、ネイルに加え、会報誌で幾度となく

目にする、ワールドビッグフォーの原

点？となるカモテスリゾートでのバー

ベキュー。バディアンゴルフリゾートで

は近隣にあるカワサン滝で筏に乗り、滝に打たれ心身共にスッキリ！またオスロブでは目

前で餌付けする大きなジンベエザメと泳いだり、帰りの途中には美しく立派なシマラ教

会を訪れ、マリア様に神聖な気持ちになったり。又、愉快なニューハーフショーの熱演を

楽しみ、パーティーではお腹をかかえる大爆笑で大盛り上がり！非日常の時間をセブで満

喫しました。滞在中は前山さんをはじめ、ご同行頂いた皆様と、現地スタッフの方々の至

れり尽くせりの温かいサポートのお陰で、毎日が笑いの絶えない素晴らしい幸せな旅で

した。ワールドビッグフォーと皆様に感謝致します！

筏に乗り、滝に打た
れ心身共にスッキリ！

今回は天然温泉が出ているというカミギン島へ行きました！
天然温泉は少々期待はずれでしたが、貴重な体験でした！

３回目のセブの旅。今回はバディアン

ゴルフリゾートの方まで行き、更に南

のオスロブへ。世界最大の魚「ジンベ

エザメ」に出会える体験をした！海へ

潜るとお腹にコバンザメがついてい

て、ジンベエザメの食べ残し、おこぼ

れをもらう魚達が後を追っていた。ス

キンダイビングでこんなに大きな魚を

横に泳げるとはびっくり、そしてとって

も嬉しかった！もう一つの初体験はアーユルベーダのシロダーラ（脳内マッサージ）。「第

三の目」と呼ばれる額のチャクラに温めたオイルを垂らす極上のリラクゼーション。セブの

海風を感じながら受けていると雲海の様な地平線の様な、美しいビジョンが広がりまし

た。今回も夜はセブのダンサーに上手なリードを受けながらダンスを踊り、昼は島の観光

をしたり、離島で泳ぎバーベキューをして頂いたりと充実した楽しいエネルギー充電の旅

行となりました。いつも、こころ配りいっぱいのガイドさん、ドライバーさん、メイドさん、同

行して下さった朝田さんに大感謝です。

最高楽しく感謝のセブ島旅行

気心の知れた友人達と２回目の訪問！毎日が
笑いの絶えない素晴らしい幸せな旅でした♪

充実した楽しいエネルギー充電の旅行！ ガイドさん、ドライ
バーさん、メイドさん、同行して下さった朝田さんに大感謝！！

魅力いっぱいのセブ旅行 若者と車と活気あるセブ

私の人生を変えたセブ
マクタン・セブ空港よりプロペラ機で
３０分、天然温泉が出ている島へ、小
生ともう一人はゴルフ組みと分かれて
カミギン島へとなんとか着いた。添乗
員なしでマニラへは年数回訪れた事
はあるが、今回は皆さんと御一緒させ
て頂き良かった。しかし温泉に関して
は天然温泉とは名ばかりで、少々期待
はずれであった。レンタカーにて島の
観光をする。ジプニーにて約５時間ぐ
らい親切な運転手さんにより観光スポ
ットを説明されながら進むが、英語で

良く分からなかったのが残念。ミンダナオ島の隣のこの島には人口６万人が生活してい
るとの事。翌日の朝は５時にカミギン空港へ、プロペラ機に乗り込みマクタン・セブ空港
へ到着。ワールドビッグフォーの通訳、リサさんが迎えに来ていてそのままコーラルポイ
ントリゾートへ。朝食とも昼食ともなく、メイドさんにソーメンを茹でて頂き、これがまた
美味しかった。その日はさすがに疲れたので、ゆっくりとマッサージにかかり休む。夕食は
ゴルフ組と一緒になり、市内で買い物をして日本食を頂いた。最終日は船でタリマ・フィッ
シュサンクチュアリ近くにてバーベキューを楽しんだ。帰りはラプラプ市のお店で夕食。楽
しかった旅も過ぎてしまえばもう帰り仕度。ガイド兼通訳のリサさん、ドライバーのベルナ
ルドさん、又メイドの皆さん、お世話になりました。又の機会を楽しみに。

３回目のセブの旅！ 今回は南のオスロブへ。世界最大の魚
「ジンベエザメ」に出会える体験をして、とっても嬉しかった！

待ちに待った２回目のセブ旅行。９泊
１０日、当日は夜中到着。通訳兼ガイド
のシャーローンさん、ドライバーのベル
ナルドさん、フランシスさんに空港まで
迎えに来てもらいコーラルポイントリ
ゾートに着いた時、メイドさん達に迎え
られ早速、マンゴージュースを頂き、部
屋を決めてもらい、笑顔で迎えて下さっ
た皆さんの顔を思い浮かべながら眠り
に着く。翌日、早速市内廻り、マッサージ
で疲れを取りドライマンゴー工場へ。
高級車の車内は、笑顔で賑やか、買物
をしてもシャローンとベルちゃんが持っ
てくれ安心。ラプラプ公園でサンダルを
買い、歩きやすく最高。５月３日、船で
カモテス島へ、爽やかな風が気持ち良い。到着後すぐにバーベキューを頂く。地元の子供達
が岩から海へ飛び込み、逞しく驚き。帰りにはシャローンさんからおやつにパンを買っても
らい船の中で食べおいしかった。５月１日、バディアンゴルフリゾートに１泊、マリア様の教
会、ジンベエザメ、竹の筏に乗って滝にうたれ怖い痛い、海の中で台風にあった気持ち、ドツ
ドツ一生の汚れを洗い流された。体がすっきり気持ち良さにびっくりぽん。車の中で途中、夜
遅くなると山賊が出る話も聞き驚く。５月３日、買物とニューハーフショー、美しく幕間なく笑
いありで２時間アッと言う間。５月４日、コーラルポイントリゾートの海水プールで泳ぐとは
言うけど、私カナヅチ、松永さんに支えてもらい気持ちよく浮かぶ事が出来てよかったです。
夜はパーティーをして頂き、おいしい料理に生バンド付。シャローンさん、ベルナルドさん、
フランシスさん、メイドさん達のおもてなしで皆ノリノリでした。５月５日、スーパーで買物、
パークモールでフットマッサージ、これ又気持ちよく疲れを取ってくれます。毎日でもやりた
いなー（笑）毎日、昼食夕食はシャローンさんと前山さんがいろいろ連れてって下さり、何を
食べてもおいしかったです。忘れられない楽しいセブ旅行でした。感謝。

竹の筏に乗って滝にうたれ怖い痛
い、海の中で台風にあった気持ち！

コーラルポイントリゾートでは、メイドさんにソー
メンを茹でて頂き、これがまた美味しかった！！

私カナヅチ、松永さんに支えてもらい気
持ちよく浮かぶ事が出来てよかったです！

出発日４月２７日（９泊１０日）
会員歴２年４ヵ月　大橋さん

出発日　４月２７日（９泊１０日）
会員歴２年１ヵ月　永原さん

出発日４月２７日（５泊６日）
会員歴２年１ヵ月　黒岩さん

出発日４月１９日（４泊５日）
会員歴８年２ヵ月　丸山さん
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今回初めての海外旅行で行く前から
ワクワク、ドキドキしていました。私達
は８人の仲間達と成田からマクタン・
セブ空港に向かいました。空港に着く
と通訳兼ガイドのリサさんが笑顔で迎
えてくれました。フィリピン料理の夕食
をいただいて、いよいよコーラルポイ
ントリゾートに到着。するとかわいい
メイドさん達のお出迎えでA棟６階の
部屋へ案内されました。想像通りの素
晴らしい部屋に感激し、その夜は興奮

して眠れませんでした。翌日早朝にベランダで潮風にあたっていると、水平線がオレンジ
色に染まり、素晴らしい日の出を見られて幸運でした。私が一番楽しみにしていたのはシ
ーウォーカーでした。仲間の人達はパラセーリングもすると言って、乗り気「せっかく来た
のだから」と尻ごみしている私も誘われ、ついにやってみる事に。ところが上がってみると
全然怖くなくて上空から見た景色が美しく、楽しかったです。それから市内へ出て足の角
質取りをして貰ったり、ネイルやオイルマッサージを受けて夢の様な日々でした。帰国前
夜はスタッフの皆さんが私達の為に「さよならパーティー」を開いて下さって、一緒に踊っ
たり、歌ったりで楽しい夜を過ごしました。皆様、お世話になりありがとうございました。ま
た機会があったら行ってみたいと思います。

帰国前夜の「さよならパーティー」では一緒に
踊ったり、歌ったりで楽しい夜を過ごしました♪♪

通訳さん、運転手さん、メイドさん皆さん
が何処に行くにも支えてくれました

久しぶりの海外旅行。セブ島は初めて
でした。両親と妻、息子と家族みんな
で行ける機会はなかなかないものと
思い、１０ヵ月の息子を連れて行く事
に心配はありましたが、思い切って飛
び立ちました。が、やはり慣れない気
候と疲れもあったせいか、息子は風邪
を引いてしまいました。１日目、２日目
は大事を取り、施設内でゆっくり過ご
しました。いつもは忙しい毎日の中、
「こんな時間もいいな」と思いました。
３日目はすっかり元気になりました
が、念の為近くの病院へ連れて行ってもらい診て頂き、問題ないとの事で安心しました。翌
日からはパラセーリング、ジェットスキーとマリンスポーツを楽しめ、舟に乗ったり、島での
バーベキューも美味しかったです。ショッピングやマッサージもしたりいろいろ経験できま
した。コーラルポイントリゾート内のプールも入りました。親子３人でプール遊びができ、
何もかもが初めての息子はプールでとてもはしゃいで喜んでいました。たくさんのメイド
さんとガイドのリサさんとダイアナさんには毎日毎日、息子をいっぱい可愛がってもらい、
息子にはフィリピンのお母さんが沢山出来ました。最終日、朝日とともに目が覚めました。
毎朝この景色を見るのが好きで早起きしていました。日本に帰った今、おかげ様で息子は
元気いっぱいに過ごしています。病院にずっと付き添ってくれたダイアナさん、今回セブ
へ一緒に行った方々には本当に感謝しています。息子がまたもう少し大きくなった時、今
回の旅の話をしてあげたいと思っています。ありがとう・・・

２年ぶりのセブ島

一番楽しみにしていたシーウォーカーや「せっかく来たの
だから」とパラセーリングにも挑戦！？とても楽しかったです！

親子３人でプール遊びができ、何もかもが初めての
息子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、セブ島旅行 楽しかったセブ旅行

娘達と旅行
娘の２人が一緒に行くことで、大丈夫

かなと思いつつも、ついていけるか心

配でした。最後の旅行かなと思い決断

しましたが、パスポートが切れていた

ので新しく申請に行く事から旅が始ま

りました。旅行に行くということで歩く

練習も頑張れて、やっとセブへ行く事

が出来ました。スタッフの通訳さん、運

転手さん、メイドの皆さんに手を引い

て頂き「本当によくしていただいた。」の一言です。部屋を汚してしまっても嫌な顔をせず、

掃除をしてくれて、野菜が大きかったのを小さく切り直してくれたり、最終日、日本に帰ると

きには朝が早かったので、私が持参した梅干しを使っておにぎりを作ってくれたり、至れり

尽くせりして頂きました。島やバーベキューに行くとき、広い部屋のリビングを歩く時など

いろいろな所でささえて頂きました。年上の田辺さんには迷惑をおかけし、気が引けまし

たがスタッフの皆さんが温かく接してくれて有り難かったです。これが最後と思った旅行で

したが、８３才で水着にもなれ海へ行けて楽しい思い出が沢山出来ました。感謝します。

お世話になりました。

セブ島は初めてでした！「こんな時間もいいな」と思いました♪
舟に乗ったり、島でのバーベキューも美味しかったです！

台風と雨が気掛かりの出発だったが、
幸い天気に恵まれ、雨季にしては最高
の旅だった。「やはりセブはこうでなく
っちゃ！」。２年ぶりに訪れたが、街が生
き生きとしていたし、何より空港が素
晴らしく綺麗に整っていたのは驚きで
あった。「まだまだよくなりますよ！」と
の声に大いに期待したい。アットホー
ムなメイドさん達のお迎えも、ガイド
さん、運転手さんの親切な対応も変わ
らず懐かしくもあった。ただゲストと一
緒に食事を摂ってはいけないと制限
されているらしく、親しくなる機会が減
ってしまったのは残念な事であった。コーラルポイントリゾートでは掃除も行き届いてい
て、気持ち良かった。メイドさんの顔ぶれが少し変わりニューフェイスも目立ったが、会話
に楽しく参加してくれ、和やかな光景であった。セブが初めての一人は、職業柄（建築関
係）至る所が気になるらしく、コンセントの不具合等、やたら文句を言っていたが、メイド
さんに直接コンタクトを取ってもらうと、何故か急に落ち着いて来た。ここがセブである事
を再認識したのか、メイドさんに言っても仕方ないと諦めたのか、その後は楽しく会話を
している様だった。パーティーは盛り上がり、初めての参加者には十分楽しんで貰えたと
思います。大変な強行軍だったが、それぞれが良き思い出になれば幸いである。内輪の話
だが、余りにも大風呂敷を広げていると、いざセブに行くと自然と共生するそのありのまま
の暮らしぶりや日本とのギャップの大きさに閉口してしまいそうな時がある。初めての参
加者には渡航目的のひとつとして、セブの本社見学も是非検討願いたいと思う。

パーティーは盛り上がり、初めての参加者
には十分楽しんで貰えたと思います♪

8３才で水着にもなれ海へ行けて
楽しい思い出が沢山出来ました

２年ぶりのセブ島！天気に恵まれ、雨季にしては
最高の旅でした♪「やはりセブはこうでなくっちゃ！」

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１５年１ヵ月　池田さん

出発日６月１６日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　渡辺さん

出発日６月１１日（５泊６日）
会員歴１年　渡邉さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　小沼さん
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今回１回目の外国旅行でした。飛行

機も初めてだったので、この旅行す

べてが楽しみでした。日本とはちが

い、夜でも昼のように暑く、やっぱり

違うなと思いました。町も夜なのに

とてもにぎやかでした。フィリピン

（セブ）の町は日本とはまったくちが

いました。朝おきると目の前に海！朝

ごはんは、マンゴーや日本に出てこない物ばかりでした。天気があれていて海に入れ

なかったのでプールに入りました。とても深く、学校のプールと全然ちがいました。１

日中ずっとゆったりすごしてとってもきもち良かったです。デパートのけいびがとても

きびしく、びっくりしました。一つのデパートなのにたくさん物があり、なんでもそろっ

ていました。天気はすぐれなかったけど、とっても楽しい３泊４日になりました。２分

の１成人式として連れて行ってくれたおじいちゃん、おばあちゃんに感謝です。次は、

私たちが連れていって楽しませてあげたいと思います。次はフィリピンの海に入りた

いです。

この旅行すべてが楽しみでした！ 朝おきると目の前に海！
日本とのちがいにびっくり！本当に忘れられないセブ旅行でした！

スタッフの方々のお陰で無理なく行動もで
きて、素敵な思い出が出来ました。有り難う！！

飛行機の中から見たセブの夕焼けは
とてもきれいでした。中部空港から直
行便が出るようになってとても楽にな
り、４時間で到着です。息子夫婦と２
歳の孫、私達夫婦に、旦那の高校時代
からの友達と６人の旅です。私達夫婦
は４度目ですが、他の者は初めてでワ
ールドビッグフォーリゾートの素晴ら
しい部屋やメイドさん、ガイドさん、ド
ライバーさん達にびっくりしていまし
た。毎回、変わらないもてなしに感謝
です。プルメリアの花を両耳にさして、
孫もハイポーズ。パパ・ママとプールに入りキャッツ・キャッツと楽しんでいるジジ・ババも
一緒に楽しみました。バンカーボートに乗って小島へ、そこで皆でバーベキューと海水浴。
漁師さんが売りに来たいろんな貝を買ってバーベキューにしていただきました。シュノー
ケルをつけて海の中をのぞいてみたけど、ほんのちょっとしか魚がいませんでしたが、皆
いい顔で楽しそうに笑ってハイパチリ。夕食はフィリピンレストランや日本食屋さんに行
きましたが、一番はメイドさんにお願いして作ってもらった夕食、煮魚とカボチャ等、野菜
のおかずの食事でした。すごく大きな魚は２匹で緑と赤い色のブダイという名前です。日
本にもブダイはありますが、こんなに大きいのはびっくりです。ゆっくり食事ができました。
セブはアイスクリームもおいしいということなのでスーパーで買ってデザートでいただき
ました。雨季で夜中にすごい雨とカミナリでしたが、昼間は天気にも恵まれ楽しい４泊５
日のセブ旅行でした。

　成人式 ｉｎ セブ！！　

とっても楽しい３泊４日になりました！ ２分の１成人式として
連れて行ってくれたおじいちゃん 、おばあちゃんに感謝です！

プルメリアの花を両耳に
さして、孫もハイポーズ。

孫 海外初デビュー わすれられないセブ旅行

楽しみにしていた家族旅行
楽しみにしていたセブ旅行。家族６
人で出掛けました。飛行機の遅れも
あり、セブ島に着いたのは午前１時
を過ぎていました。空港ではガイド
さんが待っていて下さり、早速コーラ
ルポイントリゾートへ。向かう途中は
現地の方の住む住宅地を通り、犬が
車を気にせず歩いている姿にカル
チャーショックを受けました。夜遅く
に関わらず、メイドさんがマンゴー
ジュースで出迎えてくれ、眠りにつき
ました。今回は日程が短かった為、で

きるだけ移動時間を短くし、マリンスポーツと射撃を楽しみました。常にガイドさんと
ドライバーさんが一緒なので安心して楽しむ事ができました。また、母に負担が掛か
らぬよう常に心遣いしてくれ、無理のない行動をする事ができました。さよならパー
ティーでは美味しい料理を御馳走になりながら生バンド演奏を聴き、又、メイドさん
達と一緒に踊るダンスの時間も楽しかった思い出のひとつです。子供達が照れなが
ら楽しそうに踊る姿は、日本では決して見られない姿でした。「また行きたーい」とい
う言葉に今回の家族旅行は有意義な時間であった事を実感し、次回はもう少し長く
滞在し、ボホール島や現地の市場にも行ってみたいなと思いました。スタッフの方々
のお陰で素敵な思い出が出来ました。有り難う！！

ほんのちょっとしか魚がいませんでしたが、
皆いい顔で楽しそうに笑ってハイパチリ

会員歴はとても長いのですが、今回で
２度目の旅行です。というのも、現在
１１才と５才の子育て真最中で、今ま
でなかなか決心がつかず、旅行できず
にいました。そんな時、ワールドビッグ
フォーを紹介して下さった池上さんの
素敵な提案で、池上さんのお孫さんと
私の長女の　成人式のお祝いとして、
思い切ってみんなで行こう！！というこ
とになりました。始めは仕事の事や旅
費など、色々心配で尻込みしていまし
たが、飛び立ってみると、そんな不安
はどこ吹く風で、笑顔いっぱいの４日
間を過ごせました。緊張している子供達をなんとか笑顔にしようと、一生懸命話かけてく
れたり、また一生懸命英語を話そうとするこちらの話を『聴こう』としてくれるメイドさん
や、運転技術のいる道を安全運転して下さったドライバーさんのお陰だったと思います。
滞在中は天気がすっきりしなかったので、デパートでの買い物やコーラルポイントリゾー
トを満喫できました。活気あるデパートの人混みやアクセサリーなどが売っている小さな
市場での値切り体験も面白かったです。子供達はパーティーが思い出に残っているようで
す。日本では引っ込み思案の上の娘も根っからダンス好きのメイドさんのリードにつられ
る様に輪に入っていて、夫ととても驚きました。パーティーの最後には池上さんからのケ
ーキのプレゼントがあり、改めて　成人式の喜びを感じられました。ワールドビッグフォー
の扉を開いて下さり、忘れられない旅の思い出を下さった、池上さんに心から感謝してい
ます。ありがとうございました。次回はセブの海へ行きたいな♪

引っ込み思案の娘もダンス好きのメイドさんのリード
につられる様に輪に入り、夫ととても驚きました！！

今回はマリンスポーツと射撃を満喫！ 子供達の「また行き
たーい」という言葉に今回の家族旅行は大成功でした！

娘の　成人式のお祝い！
家族みんなでセブ旅行♪

出発日７月３０日（３泊４日）
会員歴１２年５ヵ月　田畑さん

出発日７月３０日（３泊４日）
会員歴１２年５ヵ月　田畑さん

出発日６月１８日（４泊５日）
会員歴６年９ヵ月　木村さん

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　福島さん
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