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ごあいさつ
素晴らしい景観に佇む究極のオアシス、ワールドビッグフォーリゾート！

大自然の恩恵は幸福に満たされる上質のひととき、私達は元気に若返り、笑顔が
絶えない充実したリゾートライフは、最高の思い出として心に刻み込むことでしょう。

日本人のセブ島渡航者が年々増加傾向となっております近年、温暖で快適な気候は湿度が低く
老若男女を問わず楽しめる豊富な自然環境は、健康管理としてのご利用は勿論、女性には嬉しい
エステやマッサージ体験、食事やフルーツ等南国の味覚もご旅行の醍醐味としてお喜び頂いて
おります。是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートへ！日本では味わう事のできない
新しい発見の数々、ご家族やご友人との楽しいひとときを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。

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29年2月号

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！美しいビーチを眺めるのも良し、貸し切り船の島巡りでバーベキュー
や現地の味覚を味わうのも良し、ツアーとは違い、ご滞在は全てが自由時間。会員の皆様のフリープランで始まる贅沢
な時間は、現地専属通訳・ドライバー・メイドスタッフがサポート致します。是非、ご家族やご友人との大切な思い出作りに
もお役立て下さい。ご旅行を計画される際は出発日より約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
致します。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・森田

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。
①上記料金は平成２９年１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

０２／０１～０３／３１ ￥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）

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

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日
毎　　 日 

出  発  時  間
１４：２５
０９：１５
１５：２０
１５：２５
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これまでで最長の１週間のセブ旅行！
「今回はカモテス島に泊まろう」と決め
ていたのですが、雨季ということで天
候が思わしくなく、バディアンゴルフリ
ゾートに泊まることになりました。まさ
か行けるとは思ってなかったので得し
た気分になりました。カワサン滝のあ
の水の冷たさと水流の力強さに全身
を打たれ、今までの介護疲れや日々の
ストレスが「パーッ」と抜けて行きまし
た。市内観光も前回までにほぼ終了し
てしまったので、今回は「のんびりグル

メツアー」と称して、私達の希望通りのお店を紹介して頂き堪能できました。コーラルポイ
ントリゾートではロッキングチェアーに座り「星の王子さま」の本を読み切りました。「いち
ばん大切なものは目に見えない」ということばがこころに残りました。セブの街並みを車
窓から眺めながら、「そこに住む人の思いやこれからの夢はどんなだろう」と想像してみ
たり急激に変化する近代化の波と今までの生活とのギャップの中で、必死に生きようとす
る人々の表情や暮らしぶりに、たくましさを感じてきました。まだまだ私の目には見えな
いものがたくさんあります。日本とは違った国での体験を通して、人との関わりを深めて
行きたいと思っています。毎回明るい笑顔とまっすぐな瞳で迎え入れてくださるスタッフ
の皆さんには頭が下がります。「感謝」という言葉以外ありません。日常生活に疲れたら、
また会いに行きます。

カワサン滝の冷水に全身を打たれ、日々の
ストレスが「パーッ」と抜けてしまいました！

美味しい物ばかりのグルメ旅！体重が気になりまし
たが、心残りの無い様、グルメ旅を満喫しました♪

２ 回 目 の セブ 旅 行となりまし

た。１０年前のセブとはかなり

違っていて、道路も綺麗になり、

大きな建物が建ち並び “ ビック

リ”しました。前回は色々な名所

を案内して頂いたのを覚えてい

ますが、今回は友人６人で気を

使うことなく楽しく過ごさせて頂

きました。ちょっとだけ「カジノ」にも連れて行ってもらい、ショッピング、マッ

サージ、３日目にはゴルフをする事もでき、のんびりしながらも充実し

た７日間を過ごす事ができました。たまに現実逃避する事もいいもの

ですね。通訳兼ガイドのリサさんをはじめ、スタッフの皆さんにお世話

になり、細かい気遣いをして頂き、本当にありがたく思います。何年か

先にはなりますが、また皆さんに会いに行きたいと思います。

初めてのセブ

コーラルポイントリゾートではロッキングチェアー
に座り「星の王子さま」の本を読み切りました♪

２回目のセブ！ 友人６人で、カジノ、ショッピン
グ、マッサージ、そしてゴルフも満喫しました！

２回目のセブ！ 感謝あふれる旅でした

グルメ旅
この度４回目のセブ旅行に出かけまし
た。今までは４泊５日でしたが、今回は
６泊７日で充分満喫してきました。天気
も少し心配していましたが、私達の心掛
けが良かったので７日間とも好天に恵
まれ過ごしてきました。２日目はバディ
アンゴルフリゾートに行きました。地図
では小さい島ではありますが、片道３
時間、２００㎞の道をドライバーさん
が無事走り切り、これで島の半分だと言
っていました。昼食後はカワサン滝に行
き、前のグループのお兄さん達は筏船

で滝に打たれながら腹筋、腕立て伏せ等のパフォーマンスをしながら沢山ビデオカメラに
撮っていて圧倒されました。バディアンゴルフリゾートに戻り、前日はオイルマッサージをし
たので、今日は指圧マッサージをし、バルコニーでドライバーさん、通訳さんと一緒に夕食
を楽しみました。料理は皆美味しかったので、ビックリポンでした。次の日はジンベエザメを
見に行き、沢山のジンベエザメが舟の廻りに寄って来てくれとても感激しました。この日の
ランチはイタリアン、スパゲティー、ピザ、とても美味しかったです。ハロハロも美味しかった
です。毎日グルメ食でしたので、その夜はそうめんを食する事にしました。連日、美味しい物
ばかり食べてとても体重が気になりましたが、心残りの無い様、グルメ旅を満喫してまいり
ました。最終日前夜のさよならパーティーでは、夫の誕生日をケーキで祝い、楽しく過ごさせ
て頂きました。これもスタッフの皆様のお陰と感謝しています。

のんびりしながらも充実した７日間！ たま
に現実逃避する事もいいものですね♪

久しぶりの海外、しかも初めてのセブ。
期待と少しの不安を抱えながら、少し涼
しくなった東京を出発して約5時間後、
マクタン・セブ空港に到着。小さい空港
のロビーは夜中なのに世界中の人が
あふれてすごい活気、人気な地である
ことがすぐわかりました。迎えてくれた
ベテラン通訳のリサさんとメイド長ア
イリーンの愛くるしい笑顔にホッとしな
がらコーラルポイントリゾートへ。笑顔
で迎えてくれたメイドさんと早速頂い
たマンゴージュース、広 と々したリビングやベッドルームに思わず歓声をあげ、これからの楽
しい旅行を予感した初日でした。ぐっすり休んだ次の日の朝、真っ赤な朝焼けにまたまた歓
声『すご－い！！！』。いよいよ旅のスタートです。さてさてこれから何をしましょうか。ほとんどノ
ープランの私たちを通訳のリサがよく取りまとめてくれました。目移りするショッピングセン
ター、コスパの良いマッサージにゴルフ、そして夜中の雷雨はなんのその、マリンスポーツも
満喫し、さらにカジノと遊びも満載。心配だった食事もノープロブレム。フィリピン料理にス
ペイン料理、マンゴー、パパイヤこれもまたすごいコスパで大満足でした。自宅でくつろぐよ
うにゆっくりと過ごしつつ、次から次へと楽しいことばかり、日本では味わえない至福の時を
過ごすことができました。残念ながら会えなかったターシャとの面会は、また次の楽しみにと
っておきます！

目移りするショッピングセンター！ 心配だっ
た食事もノープロブレム、大満足でした！

バディアンゴルフリゾートでは、カワサン滝へ行っ
たり、ジンベエザメウォッチングもできました♪

初めてのセブ♪ほとんどノープランの私たち
を通訳のリサがよく取りまとめてくれました

出発日９月１６日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　原田さん

出発日６月２５日（６泊７日）
会員歴３年１０ヵ月　中野さん

出発日９月１６日（６泊７日）
会員歴１１年８ヵ月　佐藤さん

出発日６月２５日（６泊７日）
会員歴３年４ヵ月　互井さん
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今回はセブ本島から更に移動して、「ボ
ラカイ島」にも行って来ました。「ボラカ
イ島」には空港がないので、まずはカテ
ィクラン空港へ向かいます。四年ぶりに
なるでしょうか？空港の設備も島に向
かう船も皆大きくきれいになっていて
ビックリしました。南国のビーチを代表
するフィリピン「ボラカイ島」は海も綺
麗でリゾートを楽しめる最高の場所で
すが、今回は右を見ても左を見てもア
ジア系観光客が目立ちました。マクタ

ン・セブ空港も一年半行かないうちに大きくなっていて、道路も広くきれいになっており、
『一年半でこんなに変わるもの？』と思いました。大富豪の別荘、コーラルポイントリゾート
では、いつもメイドさん達にお世話頂きながら、私の２週間もの滞在を安心して過ごせるも
のにしてくれます。海の見えるテラスで毎日好きな本を読んだり、スーパーに買出しに行き、
ランチは皆で楽しく食べ、午後は海やプールに入ったり、またゴルフの練習など…。「スキン
バランス」へ行ってエステ・オイルマッサージ、足マッサージ等でからだを癒した後は、ジャ
ズバーで夜のセブも満喫し楽しく過ごす事が出来ました。スタッフの方々にも皆とても良く
して頂き、また次回年末のセブ旅行を楽しみにお別れをしました。ありがとう…。帰りは機内
から日没の富士山がとてもきれいでした。

四年ぶりにボラカイ島へ！空港の設備も島に向
かう船も皆大きくてきれいになっていてビックリ！

フィリピン料理はとても美味しい！マンゴーやマンゴ
スチン等のフィリピンデザート「ハロハロ」も堪能♪

私は前回の旅から六つも年を重ねた
が、セブ島は六年前と少しも変わらず、
美しいエメラルドの海と懐かしい心地
良い風で迎えてくれました。前から主人
と楽しみに計画していた今回のセブ旅
行です。でもなぜか急に右足が痛くな
り諦めていました。「村松さん、からだに
とてもいいマイナスイオン一杯のセブ
の海で思いっきり楽しんで来ましょう
よ！足もきっと大丈夫だから」と村松理
事さんと小田さんの優しい言葉に後押
しされ、旅立ちました。マクタン・セブ空港では、娘の様な現地通訳のハナさんと初対面！！コ
ーラルポイントリゾートの玄関では、１２人のメイドさんの美女達が笑顔で迎えて下さり、
初めての主人は大変な驚きでした。翌日はゆっくり市内観光とずっと楽しみにしていた民芸
品の買い物。信号のないセブ島、ドライバーのナルドさんの見事なハンドルさばきに思わず
『プロフェッショナル！！』と拍手を何回もしてしまいました。セブの海は、足の痛さも忘れてし
まうほど穏やかでやさしく、コバルトブルーの大海原、さわやかな潮風をからだ一杯に受け、
私も不思議と波に乗り泳ぐ事が出来ました。天気にも恵まれ、初めてのシーウォーカーを主
人と体験してしまいました。『ああ、やっぱり来て良かった！！』通訳さんとメイドさんの温かい
手でずっと支えられ、時間に追われず、時を忘れさせてくれるセブ旅行でした。皆様、迷わず！
『旅行に行くのは今でしょう！！』すべてのスタッフの皆様に感謝です。

初めてのセブ島と豪華別荘の味わい

今回もたっぷり２週間の滞在を満喫！ また
次回のセブ旅行を楽しみにお別れをしました！

やさしいスタッフの皆様に私達二人からの手づくりの感謝
のパーティーを♪元気でまた会いましょう！ビールで乾杯！！

六年ぶりのセブ島 セブに帰る

楽しく美味しいセブ旅行
母と母の友人、夫と私の４人で行った

初めてのセブ旅行、とても楽しくあっと

いう間の５日間でした。雨季にもかか

わらずお天気に恵まれ、毎朝地平線か

ら昇る朝日を眺めることができました。

市内観光ではラプラプ像の前で記念

撮影、サンペドロ要塞では、セブの歴

史を学びました。降りて歩くのは危険と

車中から眺めた市場の様子に衝撃を

受け、日本がいかに安全で裕福であるかを実感しました。船で島に渡ってのバーベキュー、

シュノーケリング。初めて体験したパラセーリングでは、風を浴びて空の散歩を思う存分楽

しめました。フィリピン料理はとても美味しく、マンゴーやマンゴスチンなどのフルーツや

フィリピンのデザート“ハロハロ”も堪能し、楽しく美味しいセブの旅でした。５日間ガイド

をしてくれたハナさん、ドライバーのアーネルさん、毎朝心をこめて朝食を作ってくれたメ

イドのミッシェルさんとジョビリンさん、皆さんのおかげで楽しく過ごす事が出来ました。

心からありがとう！

ボホール島での色々な体験、市内観光
では通訳さんの一押しお料理にご満悦！

今回は人生初のフィリピン・セブ島旅
行になります。親子２人で楽しんできま
した。今回は成田から出発、ＰＲ４３３
便に乗りました。行く前には文化や気
候等を心配しながら不安な気持ちも沢
山ありました。マクタン・セブ空港に到
着し、通訳さんや運転手さんに見つけ
てもらい、未知の怖さからやっと解放さ
れホットしました。その後、すぐにコー
ラルポイントリゾートに向かいました。
宿泊施設に到着してまもなくマンゴー
ジュースを出して頂き、大感激で幸せいっぱいです♪すごく美味しかったです。お部屋は、コ
ーラルポイントリゾートの１階を案内してくれましたが、豪華さにびっくり！私でもドラマの
世界にいる様な広くて豪華な「大富豪の別荘」に滞在することが出来るというのは、信じられ
ませんでした。７月生まれの自分にとって最高のプレゼントで、このようなチャンスを頂ける
会社に出会えた事に心から感謝しています。豪華で広い部屋、心地良い南国の風、素晴らし
い風景という極上な開放感に感動しました。しかし体が弱く、異なる環境に中々馴染めない
私は体調を崩し、食欲も無くとにかく大変でした。それでも通訳さんや運転手さんは嫌な顔
一つせず予定を変更してくれて、メイドさんもお粥を作ってくれました。感謝しています。今
回の旅行は、自分のことでご迷惑をおかけしましたが、皆様に良く対応して頂いて、大変お世
話になりました。ありがとうございました。

今回は人生初のフィリピン・セブ島
旅行！ 親子２人で楽しんできました！！

母と母の友人、夫と私の４人で行った初めての
セブ旅行！ とても楽しくあっという間の５日間でした！

私でもドラマの世界にいる様な広くて豪華な「大富豪の別荘」
に感動！ ７月生まれの自分にとって最高のプレゼントでした！

出発日６月２８日（６泊７日）
会員歴１年１０ヵ月　若草さん

出発日７月１日（１５泊１６日）
会員歴２１年９ヵ月　小山さん

出発日６月２７日（６泊７日）
会員歴７年９ヵ月　村松さん（村松理事と同姓の方）

出発日７月９日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　浅野さん
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私は今回８泊９日でセブ旅行に行って
来ました。今回はセブ旅行で初の中部
国際空港からの飛行機で行きました。
そして、今回の旅行では、やりたいこと
が３つありました。１つは、「釣り」です。
私は釣りが好きで休みになると叔父さ
んとよく川へ行って釣りをします。なの
で今回は自分１人でやりたいと頼み、
行かせて頂きました。２回釣りをしまし
たが、１回目は地元の釣り堀で、２回目
は海でやりました。１回目の釣り掘で
は１５センチぐらいの魚が十数匹釣れ
ました。２回目の海では一匹も釣れな

くて、少し残念でした。やりたいこと２つ目は、「ジョリビー」というファストフード店にいくこ
とでした。以前日本のテレビ番組でフィリピンの人が「マクドナルドよりジョリービーの方が
美味しい」と言ったのを見て行きたくなりました。私は、ハンバーガーなどを食べましたが、
とても美味しかったので満足です。やりたいこと３つ目は、「潜る」ことです。なぜなら、私は
長野県出身であまり海へ行く機会がないからです。また、ウニなどをとりたかったのも理由
の一つです。２時間くらい潜ってメイドさんも浅瀬でとって、その結果３０個くらいウニをと
る事ができました。私のやりたいことが全て叶い、良かったです。これは通訳のリサさん、ド
ライバーのアーネルさん、メイドのアイリーンさん、バネッサさん、ミッシェルさんのお陰で
す。私はこのコーラルポイントリゾートで良い思い出を作る事ができて良かったと思いまし
た。また、私はこのセブ旅行が、８年５ヵ月ぶり５回目ですが、前からいたアイリーンさんや
リサさんが覚えていてくれて嬉しかったです。

念願のジョリービーでハンバーガーなどを食
べました！とても美味しかったので満足です♪

パラセーリングやシーウォーカー、
そしてバナナボートと海三昧でした！

主人が定年になってから年に１回旅行
をしていますが、そう言えばワールドビ
ッグフォーリゾートの素晴らしい環境を
主人に体験してもらっていなかった事
を思い出し、早速４泊５日のセブ旅行
に２人で申し込みました。偶然、出発の
前の日にセブ島でジンベエ鮫を海に潜
って間近で見られる所があると知り、コ
ーラルポイントリゾートに到着して直ぐ
に申し込みました。２日目は、パラセー
リングとシュノーケリング、そしてセブ市
内でお土産を買いました。パラセーリ
ングでは真っ青な海を眼下に見て、真
っ白い綿菓子のような雲と一緒にフワ
フワと空中を漂う気持ちの良さ！と言ったらもう最高でした。３日目は、アイランドホッピング
に出かけました。場所は船で約１時間。パンダノン島でＢＢＱです。よく南国に代表される
真っ白いサンゴ礁の砂浜と、真っ青な空の間に椰子屋根の小屋がポツンと佇んでいる写真
を見たことがあるかと思いますが、まさにあの風景の場所でした！ＢＢＱでは、この宿泊中
お世話になる通訳兼ガイドのシャローンさんやドライバーさん、メイドの皆さんと楽しく美
味しい焼肉を頂きました。４日目はいよいよジンベエ鮫とご対面です。コーラルポイントリゾ
ートからは車で５時間程かかると言う事で、前日にバディアンゴルフリゾートに移動してのト
ライでした。浜からは手漕ぎの舟で１００メートルくらい行くと撒き餌につられて悠 と々泳
ぐジンベエ鮫が何匹も居ました。『サメには２メートル以上近づかない様に！』という事でし
たが、サメの方がどんどん近づいて来てしまい、慌てて離れようとした人に頭を蹴られたサ
メは「目をパチクリ」していました。本当に楽しい夢の様な５日間でした。行く度にこのワー
ルドビッグフォーのやっている事の凄さを実感します。本当に出会えた事に感謝します。あり
がとうございます。

Ｍａｒａｍｉｎｇ Ｓａｌａｍａｔ

８年５ヵ月ぶりのセブでしたが、前からいたアイリーン
さんやリサさんが覚えていてくれて嬉しかったです！

手漕ぎの舟で１００メートルくらい行くと、撒き餌につら
れて悠 と々泳ぐジンベエ鮫が何匹も！ 感動しました～♪

３回目のセブ旅行 久しぶりのセブ旅行

孫たち１０人とのセブの旅
三度目のセブの旅。今年は念願が叶っ
て、娘と息子家族、合計十人の大旅行
が出来ました。何度も十人の旅を計画
したのですが、飛行機の手配が出来な
かったり、施設に空きがなかったりで
実現出来ませんでした。今回も半年前
に申し込みましたが、夏休みと重なり
飛行機のチケットが取れず諦めかけて
おりましたところ、格安チケットを見つ
けました！ワールドビッグフォーからは
「あまりお勧めできませんが・・・」との
返事でしたが、何とか力添えを頂き、実
現しました。息子家族は初めてのセブ

旅行でしたので大喜びでした。孫達は水遊びが大好きという事もあり、シュノーケリング
等の用意を情報交換しながら各自の荷物をリュックにつめて出発しました。セブは雨季に
入っており、風が強かったり大雨に出合ったりと、それはそれは変化に富んだ滞在期間で
したが、毎日プールや海で泳ぎまくりました。パラセーリングやシーウォーカー、そしてバ
ナナボートと海三昧でした。バーベキューに出かけた島の海ではシュノーケリングを楽し
み、魚に餌をあげながら沢山の魚たちと遊び大喜びでした。また、さよならパーティーで
はお馴染みのバンドの皆さんと一緒に歌ったり、沢山のメイドさん達の輪の中に入り、リ
ズムに合わせ踊ったり、またゲームを楽しむことができました。スペイン料理やフィリピン
料理のマリバゴグリルにもお連れして頂き、美味しかったです。通訳さんやメイドさん達
の力添えで、本当に思い出に残る旅になりました。またセブに行きたいと思います。ありが
とうございました。

年１回、楽しみにしている旅行！ まだワールドビッグフォー
リゾートを体験していない主人とセブを満喫してきました！

８年ぶり５度目のセブに息子の夏休み
を利用して行って来ました。マクタン・
セブ空港にはリサさんが迎えに来てい
て、息子の姿を見て、「☆☆ちゃん？！大
きくなった！！」と驚いていました。コーラ
ルポイントリゾートに着いてからも息
子の事を覚えているメイドさん達が集
まり、皆息子の成長に驚き、小さかった
頃の話で盛り上がりました。今回は台
風の影響でカモテス島には船が出せ
ず行けませんでしたが、３日目にボホ
ール島へ。私と息子は初ボホールです。
両親と４人で一人当たり３５００ペソ
で船のチケット、タクシー、ランチクルー
ズ、入場料などが含まれ、１日遊べます
のでお得です。チョコレートヒルズはテ
レビで観るより鮮明で奇観でした。ロボク川ランチクルーズの前にターシャを見に行きまし
たが、皆様“爆睡中”で一匹だけ大きな目をパチパチしている子がいて、とてもかわいかった
です。今回はとにかくのんびり過ごしたので、私の楽しみは飲むか食べるかでした（笑）。おす
すめの店はマンダウエパークモール内のCHIKA-AN（チカアン）というフィリピン料理店とシ
ューマート内にオープンしたばかりのVIKINGS（バイキング）というビュッフェレストランの２
軒。チカアンは日本人の口にも合う！そして安い！！２回も行きました。シューマート内のバイ
キングは和洋中もあり何を食べようか悩みます。何と言っても一番良いのはビールと日本酒
が飲み放題（笑）。地元でも人気店で要予約だそうです。これから旅立つ方は是非、足を運ん
でみて下さい。今度は飲んでばかりではなくボラカイ島やシキホール島に行ってみたいと思
います。長くなりましたが、最後に一言！昨年の春より息子は私立中学に入学し、寮生活をし
ています。母子家庭の子供が高額な学費のしかも寮生活を送れるなんて周りの友人は不思
議に感じているようですが、ワールドビッグフォーのお陰なのです。本当にいつも感謝して
います。そして、セブで笑顔いっぱいのスタッフの皆さんにも感謝です。また会いに行きま
す。ありがとう。

１０年前セブで撮った写真です！メイドさんのことを
「マミー」と呼んでいて皆にかわいがられていました♪

孫たち１０人とのセブの旅！ 娘と息子
家族、合計十人の大旅行が出来ました！

８年ぶり５度目のセブ旅行！ 息子が成長して
皆が驚きました！！ こんなに大きくなりました♡

出発日８月２日（８泊９日）
会員歴１４年３ヵ月　三石さん

出発日８月２日（８泊９日）
会員歴１４年３ヵ月　三石さん

出発日７月２５日（４泊５日）
会員歴５年１０ヵ月　竹内さん

出発日８月２０日（５泊６日）
会員歴９年１１ヵ月　平山さん
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八月二十五日、七時三十分。タクシーで
仲間八人で出発し、成田十四時四十分
で、セブ島へ向かいました。私達夫婦は
二十年ぶりの海外旅行となり、体力の
心配とペソの計算ができるか不安いっ
ぱいの旅でしたが、仲間にも恵まれ、マ
クタン・セブ空港に着きました通訳さん
とドライバーさんに迎えに来てもらい
宿泊施設（コーラルポイントリゾート）
に。又メイドさんにも迎えていただき、
セブ島へ来たんだと安心しました。ゆ
ったりとした広い部屋でゆっくり休みま
した。次の日の朝食、マンゴージュース
はとてもおいしくいただきました。その

後、船で一時間位のパンダノン島へ。船酔いも心配しましたが、色々な島を眺めていたら無
事に着き、浅瀬の海へ入り貝拾いを楽しみ、子供に返った気分でした。昼食はスタッフの皆
様が焼いたバーベキューをご馳走になりました。夕方から車でセブ市内を見ながら夕食
へ。食後はニューハーフショーを見学、踊り・歌で楽しかったです。次の日、三時間位でバディ
アンゴルフリゾートへ。私は部屋でオイルマッサージをしました。夕食の時、十八歳の女性
の誕生日パーティーを見ました。最終日前日はカワサン滝を見学。マイナスイオンをたくさ
ん浴びて来ました。マンゴージュースを買い、デパートではリサさんの案内でゆっくり買い
物ができました。夜のパーティーでは生バンドの演奏あり、メイドさん達のダンスありで一
緒に誘われましたが、テンポが速くてついて行かれませんでした。フィリピン料理もたくさ
んいただき楽しい思い出となりました。滞在中は通訳のリサさん、メイドさん、ドライバーさ
んに大変お世話になり、また楽しい旅行をありがとうございました。

セブ市内ではショッピングにニューハーフショーも見学、
フィリピン料理もたくさんいただき楽しい思い出となりました！

スタッフ皆さんがベビーシッターでした！おかげ様で
日本にいる以上にこの旅をエンジョイできました！

今回は弟家族と一緒に総勢１０人で

セブの旅を楽しんできました。セブの

青空と透き通った海に癒されながら

の６日間で、日頃の疲れをすっきり抜

く事ができました。前回同様、バナナボ

ート、シーウォーカー、シュノーケルで

遊び、パラセーリングでは２回も海に

落としてもらい、もう大興奮でした！

（笑）。またコーラルポイントリゾート

に面した遠浅の海でも遊びました。カ

ニや小さな魚、いろいろな生き物がいました。子供達は毎朝、６時半からコーラルポイン

トリゾートのプールに入り、昼間出掛けた後もまた日が暮れるまでプールにつかり水着が

乾く暇のない程でした。パーティーでは美味しい料理とダンスをしたり歌を聞いたりとて

も楽しいひとときを過ごしました。娘の誕生日にあわせ、ケーキを皆でいただきました。本

当にありがとうございました。通訳のリサさんやメイドさん達には本当に良くしていただ

きました。作っていただいた生姜焼きはとてもおいしくて、まさかセブで食べられると思っ

ていなかったのでとても感動しました。次、セブに行く時は『ジンベエザメに会いに行きた

い！！』そしてまた青空と透き通った海を見ながらゆったりと『パイナップルとマンゴーの付

いた朝食を食べたいなぁ』と思います。

美しかったセブの海

バディアンゴルフリゾートでは、近くのカワサン滝
も見学！マイナスイオンをたくさん浴びて来ました！

パーティーでは娘の誕生日もお祝いし、美味しい料理
とダンスと歌で、とても楽しいひとときを過ごしました！

セブ・感動の日々 初めてのセブ島旅行

２度目のセブへ
正月の日本を出発したのは２年前、夫

と末娘との３人旅でした。今回は９月、

残暑の日本を前回の３名に加え、初参

加の長女とその子供達（３才と１１ヵ

月の孫）、次女の総勢７名の旅でした。

前回は成田出発で、都内で前泊しまし

たが、今回は名古屋発で自宅を朝８時

出発で十分に間に合いました。生後１

１ヵ月の孫の飛行機内４時間が心配で

したが、難なくセブへ到着、前回とは違う通訳さん、ドライバーさんに迎えられました。市内

観光、スーパーマーケット、マンゴー工場、ダイビング、レストラン、エステ、島でのバーベキ

ュー、コーラルポイントリゾートでのナイトプール、生バンドでのパーティー等々、あっという

間の５日間でした。皆さん大変親切に対応して下さり、安心して滞在出来ました。メイドさん

達、通訳さん、ドライバーさん、そして島めぐりの舟の乗組員の方々など、皆さんがベビーシ

ッターでした。おかげ様で日本にいる以上にこの旅をエンジョイさせていただきました。あ

りがとうセブ、また会う日まで。

コーラルポイントリゾートに面した遠浅の海では、
カニや小さな魚、いろいろな生き物がいました♪

セブ島に旅行に行き、とても良い経験

ばかりする事ができました。一番は初

めての家族６人での旅行でした。これ

はきっと生涯忘れられない思い出だと

思います。そしてセブ島で出会った通

訳さん、ドライバーさんとはとても良い

出会いでした。僕達家族の為に楽しい

安全な旅行ができる様にお世話をして

くれました。お陰で楽しい思い出がたく

さんできました。まず、１つ目は射撃の

体験です。本物の銃を撃ちました。日本は銃社会ではないので、もうこの様な体験はない事

だと思います。銃の衝撃の強さにとても驚きました。そして２つ目はマリンスポーツです。パ

ラセーリングやジェットスキーを体験する事ができました。海の透明度が悪いという事で、シ

ーウォーカーはできませんでしたが、パラセーリングでは海の上から海面を見下ろし、キラ

キラした青い海はとても感動的でした。ジェットスキーでは運転もしました。海水のしぶきを

浴びて、広い海を駆け巡るのはとても楽しい体験でした。離島でのバーベキューもとても楽

しかったです。美味しい肉や海老を食べました。山国育ち、信州育ちの僕には、海でバーベキ

ューをするなんて夢の様な体験です。通訳さんやドライバーさん、メイドさんが一緒に過ご

してくれ、とても楽しい旅になりました。ありがとうございました。

本物の銃を撃ちました！ もうこの
様な体験はない事だと思います！！

今回は子供達と夫、総勢７名の旅でした！ 盛りだくさんの
日程もあっという間でした。ありがとうセブ、また会う日まで！

楽しかったセブの海♪キラキラした青い海はとても
感動的、でも一番は初めての家族６人での旅行でした！

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　福島さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　横山さん

出発日８月２０日（５泊６日）
会員歴９年１１ヵ月　関根さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　大脇さん
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今回は二回目のセブ旅行。前回は台風
の為船は出ず、その代わりに市内観光、
ショッピング、マッサージ、プールと楽し
みました。会報の楽しそうな写真を見
ながら、今回もまた色々な体験をした
いと思いワクワクしながら楽しみにして
いました。マクタン・セブ空港に着き、夕
食の食材を探しにスーパーで買い物。
夜には花火が上がり、またセブの市内
が綺麗になっていて“ビックリ”しまし
た。滞在中の料理もイタリア料理、フィ

リピン料理、珍しいフルーツを食べたり美味しい食事でお腹いっぱいでした。また、カオハ
ガン島のバーベキューではいろいろな具材を焼いて貰い美味しく頂きました。ボホール島
のロボク川では船上レストランのバイキングを楽しみました。また、木の葉の下に眠ってい
るメガネ猿（ターシャ）を見つけたときには思わず夢中でシャッター切り、貴重な写真をとる
ことが出来ました。バディアンゴルフリゾート近くのカワサン滝では、筏に乗り、手で頭を抱
えながら滝に打たれ、日本で体験出来ない事がたくさんあり、７日間の時間がずぐに過ぎて
行きました。２回目の今回も、雨期の為波が荒く、マリンスポーツが出来なかった事が残念
でしたが、私達が楽しい時間を過ごす為に、頑張ってくれた通訳さん、運転の上手なドライ
バーさん、メイドさん達、本当にありがとうございました。最後に通訳のマドンナさん達と一
人一人ハグをしてセブでの６日間が終わりました。本当に楽しい時間を過ごせました。

バディアンゴルフリゾート近くのカワサン滝では、筏に乗り、
手で頭を抱えながら滝に打たれました。「凄かった～！」

３回目のセブ旅行で、初めてセブの海の魅力に触れる
ことができました！ 既に４回目のセブ旅行を考えてま～す！

８月５日から１１日までの７日間お世
話になりました。２回目のセブだった
ので、前回できなかったことに今回は
挑戦しました。その一つが釣りです。青
い海で釣りをするのは気持ち良かった
です。残念ながら魚を釣ることはできま
せんでしたが、楽しい時間を過ごすこと
ができました。前回楽しみにしていた
のに行けなかった離島でのアクティビ
ティーも楽しみました。キルトの島での
バーベキューは肉や魚はもちろん美味
しかったですが、日本では食べたことのない貝を現地の人から買い、それを美味しく頂きま
した。その他、ボホール島に行き、世界遺産のチョコレートヒルズやかわいらしいターシャも
今回は見る事が出来ました。雨期の為か、道中のフェリーが大きく揺れて大変でしたが、それ
も含めて思い出となりました。カモテス島は波が高くて行けませんでしたが、その代わりに
バディアンゴルフリゾートに行きました。道中にココナッツやバナナ、マンゴーが生っている
木を沢山見ることができ、セブの自然の豊かさを感じました。バディアンゴルフリゾートの近
くの滝に行き、竹の筏に乗り滝に打たれる体験もしました。激しい水流に打たれ、日本では
なかなかできない体験でした。最後の夜は今回も楽しいパーティーでした。通訳やドライバ
ーの方のおかげで、セブの魅力を満喫する旅となりました。

初めてのセブ島（７０歳のセブ島）

ボホール島のロボク川では船上レストランのバイキング
を楽しみました！途中下船して先住民達と記念撮影！

ボホール島に行き、世界遺産のチョコレートヒルズ
やかわいらしいターシャも今回は見る事が出来ました！

楽しかったセブ旅行 二回目のセブ旅行

３回目のセブ旅行
３回目のセブ旅行を満喫させて頂きま

した。今回参加した８名は初めてセブ

を訪れる人、２回目の人合わせ、老若男

女のメンバーでした。到着した夜は思

いがけず花火大会のコンテストがあり、

セブで花火を楽しむことができました。

トライアスロンの大会の為、コーラルポ

イントリゾートの前が終日道路閉鎖と

なり、私達にとって思いがけない出来事

でしたが、お陰で海上での楽しみに変

更！カオハガン島（キルトの島）でバケツいっぱいの貝を食べ、大きなシャコやアワビを堪能

し、遠浅の白浜の海で子供に返り、海水浴を楽しみました。３回目のセブ旅行で、初めてセ

ブの海の魅力に触れることができました。海が安定しなかった為に楽しみにしていたカモ

テス島までは行く事ができませんでした。その代わりにバディアンゴルフリゾートへ行きま

した。宿泊施設の近くにあるカワサン滝でイカダに乗り、頭上から大きな石が落ちてくるよう

な滝壷を楽しみました。今回はボホール島でターシャにも会う事ができました。次回は今回

行けなかったカモテス島を訪れたり、チョコレート色のチョコレートヒルズを見たりと、既に

４回目のセブ旅行で何を楽しもうかと考えています。通訳のダイアナさん、ドライバーのフ

ランシスさん、メイドさん、ありがとうございました。

今回は海釣りに挑戦！ 青い海で釣りをするのは気持ち
良かったです。残念ながら釣果はありませんでした（笑）

初めてのセブ島。私以外の人達はセブ
島をよく知っている方々なので安心し
て同行させて頂きました。最初に感動
したのは初日夜にセブの夜空に上がる
花火でした。大変きれいで感動しまし
た。セブ島の見ること、聞くことすべて
が新鮮で大変充実な毎日でした。最初
の体験は小さな船で行くキルトの島
（カオハガン島）での海水浴でした。遠
浅の海を楽しみました。海老・シャコ・
肉・貝などの食材を野外バーベキュー
で満腹頂きました。３日目は高速フェリ
ーでボホール島のチョコレートヒルを見に向かいました。雨季だったので、丘の色はみどり
色でしたが、大変きれいでした。メガネ猿のターシャも見に行きました。とても小さく（体長
１０センチ位）目がおおきくてとてもかわいかった。翌日はバディアンゴルフリゾートへ泊ま
り、カワサン滝へ。滝に打たれる前は甘く見ていたが、いざ実際打たれてみると息もできな
く、声も出なかった！日本でもできなかった体験ができてとてもよかった。期待していた果物
はマンゴー・ドリアン・パイナップル・バナナ・そのほか初めて見る果物なども大変おいしく頂
きました。特に朝メイドさんが作ってくれるマンゴーなどの絞りたてのジュースが大変おい
しく贅沢だと思いました。いつも“にこにこ”と迎えてくれるメイドさんには大変癒されました。
初めての私に通訳さん、ドライバーさんの優しい心遣いありがとうございました。波が高く
行かれない所があり残念でしたが、次回は是非行きたいと思います。

すべてが新鮮で大変充実な毎日でした！ スタッフ
の優しい心遣い、ありがとうございました♪

到着した夜は思いがけず花火大会があり、セブで花火を
楽しむことができました！ 通訳のダイアナさんとの一枚♪

カオハガン島では遠浅の海を堪能！ 海老・シャコ・肉・
貝などの食材を野外バーベキューで満腹頂きました！

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴１０ヵ月　平尾さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　清水さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　山浦さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年４ヵ月　秋森さん




