
ごあいさつ

素晴らしい環境で楽しい体験の数々をワールドビッグフォーリゾートで！

アジアの中で海外旅行者から絶大なる人気を誇るセブ島は、観光資源が豊富な南国の

楽園。日本から僅か４時間、時差１時間と国内旅行感覚で満喫でき、身体に優しい健康長寿にも

繋がる快適環境スポット。青く輝く大海原には珊瑚礁が広がり、マイナスイオンの海風を浴びながら

味わう観光巡りに元気も溢れます。また日本人に好感を持ち敬老の精神が豊富な国民性は、私達にとって

海外旅行での魅力のひとつ！明るい笑顔と共にセブ島滞在を最大限に楽しませて頂けることでしょう。

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！大自然の宝庫セブ島で、見所満載の癒し安らぐ観光

スポット探訪、幸福に包まれる新しいお気に入り元気スポットを各々で見つけてみて下さい。

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。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治

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9月号

カモテス海に浮かぶ秘境の島 ワールドビッグフォーカモテスリゾート

＜編集後記＞
キラキラ輝く太陽と青い海、原色の花々や自然の織り成す美しい景観に包まれたセブ島。穏やかな気候
はからだにとても優しく、季節を問わず一年中最高の環境です。ワールドビッグフォーリゾートでは会員
の皆様の自由な観光プランを応援するべく、当社専属通訳・ドライバーが観光のご予定をアレンジします
ので、ノープランの方も安心してお楽しみ頂けます。ワールドビッグフォー究極のリゾートで更なる旅行
の楽しさと贅沢なプライベートステイをお楽しみ下さい。尚、当社提携旅行会社による１０月以降の航空
料金が未発表となっておりますが、搭乗予約受付は随時承っております。ご予約・出発前のご不明な点
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・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）

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

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：１ ５
１ ５：２ ５
１５：２０
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３月８日の小雪がちらつく信州を後

に、セブ島へは友人２人とご一緒させ

て頂いて、総勢１１人の仲間達と１週

間の旅でした。前半はお天気が悪く、

市内観光や買物、マッサージ等で過ご

して、後半はお天気に恵まれたのでパ

ラセーリングを初体験し、大空に舞い

あがる時は興奮して心臓がドキドキしました。空からの眺めは空も海も美しく、爽快で今

でも心に残っています。さよならパーティーは生バンドに合わせ、皆で仮面を付けて踊っ

たりして大いに盛り上がり、とても楽しい時間が過ごせました。友人２人と笑い声の絶え

ないひと時、また良い仲間にも恵まれ、色々な経験ができました。ご一緒に旅をして頂い

た仲間の皆さん、大変お世話になりました。ありがとう御座いました！

初めてのパラセーリングは興奮し
て心臓ドキドキ！！早く上げて～！！

これからは楽しく第二
の人生を歩みま～す！！

またセブに行きたい！と以前行った５
年前からずっと思っていたものの、なか
なか実現できずにいました。ところがひ
ょんなご縁により、１０人でのセブ旅行
が実現しました。以前とまったく変わら
ないブーゲンビリアの咲き乱れるコー
ラルポイントリゾート・・・。８名はスキ
ューバダイビングなど充実したマリン
スポーツを楽しんだ中で、私と友人の
２人は海に行かず、もっぱらショッピン
グやエステなど「美容三昧」でのんびり
過ごしました。印象に残ったことは、ショッピングの帰りにドライバーさんが市場を見せてく
れた事。その市場ではいろいろな珍しい野菜や小物、鶏などをトラックいっぱいに積んで走
る姿や、果物を三角にきれいに積み上げてあるところ、美味しそうなバナナをいっぱい吊る
してあるお店など見る事ができ、異国感を味わいながら観光出来ました。あちらこちらと行き
たい所にも、いつも笑顔で答えてくれる通訳さん、ドライバーさん、夜遅くなっても出迎えて
くれるメイドさんありがとうございました。９人の楽しいメンバーに恵まれ和気あいあい。ま
た、家まで送り迎えをしていただいたので、ドアtoドアのセレブ感たっぷりなセブ旅行でし
た。みなさんありがとう。また、セブへ行きたい！

子供達とのふれあい

友人２人と笑いの絶えないひと時、また良
い仲間にも恵まれ、色々体験できました！

５年間思い続けたセブ旅行！ ブーゲンビリアの
咲き乱れるコーラルポイントリゾートでまったり♪

セブへ再び 楽しい、心に残るセブの旅

「楽しく第二の人生を歩みましょうね」
平成２９年３月８日から１５日まで、

７泊８日フィリピンのセブ島に行きま

した。この旅は、自分に対してのご褒美

であります。３６年前に中国から母親

と帰国して、一生懸命に働きましたが、

気がついたらもう還暦になってしまい

ました。人生はあっと言う間に過ぎま

すね・・・。未だやりたいことが沢山残っ

ているのに、体調が悪くなっていく一

方でした。幸いにも良いドクターと出

会い、決心して手術を受けることができました。その後、友人の誘いでフィリピンのセブ島

に来て、マリンスポーツも出来ました。還暦になってからこのスポーツに挑戦することが

出来ました。難病になった人が元気に回復したことに、中国の友人達は非常にビックリし

ているようで、おめでとうという言葉も頂きました。また、今回一緒に行った皆さんにも感

謝します。日本のことわざで「一期一会」のとおりで大変楽しい旅が出来ました。第二の人

生の第一歩を踏み出しました。関係者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。皆さん、

ありがとうございました。また一緒にフィリピンのセブ島へ行きましょうね！楽しく第二の

人生を歩みましょうね！

他のメンバーはマリンスポーツ！ 私と友人
２人はショッピングやエステの美容三昧♪

前回、カオハガン島の子供達が通う学
校の様子を知り、何か子供達に思い出
に残る事がしたいと思い、皆さんの協
力も得て、沢山の文具と玩具を用意し
ました。池上さんと赤羽さんに相談し
て、直接子供達とふれあえる事を条件
に探して頂き、日本のNPO支援を受け
て、子供達の世話をしている牧師さん
（グレマーさん）を紹介して頂きまし
た。３日目、同行の皆さんの賛同も得
て訪問すると、直ぐ３０～４０人位の
子供達が集まりました。子供はどこの国も同じで目のキラキラしたにぎやかで元気な子供
達でした。ノートや鉛筆・風船やしゃぼん玉をプレゼントするとお礼に歌を歌ってくれまし
た。私達もドレミの歌でお返しするとまたドレミ・・・と返してくれました。帰り際、グレマー
さん宅に寄ると、大きな鍋でお粥が炊かれ、子供達の昼食だと聞き、また熱い思いを感じ
ました。女性群は沢山バッグを買っていました。近頃フィリピン観光もテレビで報道され、
成長している姿も見受けられますが、一つ道路を入るとまだまだ厳しい生活をしている人
が沢山います。そんな生活も垣間見ることが出来た旅になりました。今回もスタッフの皆
さんには大変お世話になりました。又、同行の皆さんには重い荷物を手分けして持って頂
きありがとうございました。

子供はどこの国も同じキラキラし
た目です。歌も歌ってくれました♪

難病だった私がパラセーリングにも挑戦
ができて、友人達はビックリしています！

今回は皆さんの協力のもと、子供達に
沢山の文具と玩具を届けてきました！

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴５年２ヵ月　浦野さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴４年６ヵ月　田村さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴１０年９ヵ月　伊藤さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴２年　窪田さん
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当日はマイナス５度の肌寒い朝、空港

送迎タクシーで４人、成田空港に着き

ホッと一息、前回の行動を思い出しな

がら無事マクタン・セブ空港に到着し

ました。出迎えてくれた通訳兼ガイド

さん、ドライバーさんと笑顔で再会を

する事ができました。今回の部屋はコ

ーラルポイントリゾートの１階でした

が、何をするにも行動は早くできると感じました。ボホール島の教会、ロボック川下りでの

食事等楽しく頂き、途中で子供達が歓迎の踊りなどを見せてくれ、あちこちで写真のラッ

シュでした。又、キルトの島にも行き、こんな島にも学校があって驚いたのと、恵まれてい

るとの両面を見せてもらいました。バーベキューもいただき、隣の席にいらした静岡県の

方々とお話しも出来て、たくさんの思い出を作る事ができました。最後の日には疲れをほ

ぐす為にマッサージを充分にしてもらいサッパリしました。メイドさん、通訳さん、運転手

さんに「又来るからね！」と御礼を申し上げ、空港まで送って頂きました。

ボホール島、ロボック川下りでの食事やキルト
の島でのバーべキュー等楽しく頂きました！

南国でしか味わえないフルーツ、グアバノ、ジャックフルーツ
等、お店の人に試食させて頂き美味しさに感動しました♪

今回は総勢７名が合流し、楽しいひと
時を過ごしました。初めてのボホール
島観光。高速フェリーでタグビララン
港に到着。車でクルーズに移動、ロボ
ック川の船上レストランの船内で歌い
手さんが歌を唄ってくれる中、食事を
しながら川の両側に大きな南国の樹
木を望み川を下ります。途中でバンブ
ーハウスに立ち寄り、現地の大人や子
供たちから歌や踊りの歓迎を受けまし
た。次に世界最小のメガネザル・ター
シャを見に行きました。日中だったの
で夜行性のターシャは寝ていて迷惑
そうでした。更にチョコレートヒルズ
に訪れましたが、雨季で山の草木は
青 し々てチョコレート色ではなかったです。帰りの高速フェリーで台風性の風の影響でフ
ェリーが大きく揺れ、船酔いしてしまいましたが、通訳さんの適切な処置のお陰ですぐに
良くなりました。まだ建設中の「TEMPLE OF LEAH」にも行きました。リアのお寺（愛のトリ
ビュート）です。女優のエレンの父は、妻のリアに愛の証として巨大なローマ建築を２０１
２年にプレゼントしたそうです。大きな建物で両側には巨大な金色のライオンがいます。
玄関に続く階段も見事でした。立派な建物を見学したあとコーラルポイントリゾートに帰
る途中では、民家が目につき、貧困の差が分かります。しかし、自然と動物、人間との共生
生活が営まれていて、日本の忘れかけている大切なものがここにはあることを感じます。
世界平和を願います。特にワールドビッグフォーに入会している「私達は何て幸せなんだ
ろう」と思わずにはいられません。これも行方会長の先見の明があったからです。行方会
長本当にありがとうございます。それと旅行でお世話になった職員、スタッフの皆さん一
緒に旅行して下さった仲間、本当にありがとうございました。

２回目のセブ旅行

たくさんの思い出を作る事ができました！「又来るからね！」
と御礼を申し上げ、空港まで送って頂きました！

総勢７名が合流し、楽しいひと時を過ごしました！「私
達は何て幸せなんだろう」と思わずにはいられません！

この楽しいひとときをありがとう 再びセブへ

初めてのセブ旅行
成田からマクタン・セブ国際空港に向
かいました。６年ぶりの海外旅行とな
り少し不安はありましたが、空港に着く
とワールドビッグフォーのＴシャツを
着たスタッフの方が笑顔で迎えて下さ
り一安心。移動途中で夕食を頂き、宿
泊施設のコーラルポイントリゾート
に。メイドさん達が笑顔で迎えて下さ
り、又マンゴージュースを頂き、とても
濃厚でおいしかったです。明日からの
旅程を決めお部屋に。広くて豪華さに
びっくり！！２日目は市内観光と足裏エ
ステ。初めての体験に眠ってしまう程

の気持ちよさ。３日目、お土産に人気のドライマンゴーを購入し、南国でしか味わえない
フルーツ、グアバノ、ジャックフルーツ等、お店の人に試食させて頂き美味しさに感動しま
した。４日目はバディアンゴルフリゾートに１泊し、カワサン滝へ！筏の舟に乗り滝壷まで
行き、キャーキャー言いながら楽しみました。オスロブではジンベエザメを間近で見る事
ができ、６日目のボホール島では世界最小のメガネザル「ターシャ」を写真に納め、見た
事の無い風景や大自然が織り成す絶景のチョコレートヒルへ。さらには熱帯地域らしく、
ロボック川の両側に茂るココナッツの木を眺め生バンド演奏を聴きながらの船上バイキ
ングは癒されました。サヨナラパーティーでは、生バンド演奏、美味しい食事、そしてメイ
ドさん達の踊りにつられ仲間入り、セブ最後の夜を楽しみました。最後に通訳のシャロー
ンさん、ドライバーのベルナルドさん、メイドさんお世話になりました。心に残るセブ旅行
となりました。今回ご一緒して下さいました皆様に感謝致します。

リアのお寺（愛のトリビュート）妻のリアに愛の証として
プレゼントしたそうです♡玄関に続く階段も見事でした！

１月下旬、長野を早朝出発した時はマ
イナス１２度、夕方到着したマクタン・
セブ空港では２８度。なんと４０度の
差がありビックリでした！今回はカモ
テス島に泊まりに行きたいと思いまし
たが、残念ながら次回のお楽しみとな
りました。ボホール島では船上バイキ
ングや原住民と棒で一緒にリズムをと
りながら写真撮影。それからチョコレ
ートヒルの見学やかわいい木陰で眠
っているターシャ（メガネザル）６匹に
も会う事ができ、感激してマスコットを
購入！帰りの船で、めったにないという大波で船酔いしてしまい、通訳のシャローンさんが
白花油でマッサージをして下さり楽になり助かりました。そして今回は２回目という事で、
つい油断して美味しい料理を食べすぎ、体調不良となり１日休養しました。友人の持って
きていた御岳百草丸やひんやりシートでとても助かりました。メイドさんにはお粥やソー
メンを作って頂き、回復でき感謝してます。帰る前日にはシューマートでＴシャツやピアス
等のショッピングを楽しみ、夕方は山の上に作り始めて７年目というテンプル・リアを見学
しました。奥さんが亡くなられた後ご主人が妻を思って造っておられるとの事で、ギリシャ
神殿の様な立派な建物と庭でした。女神様の前で「女神様、ばば様」と言いながら３人で
ポーズを撮り写真に納まりました。一緒に行った皆さん、スタッフの皆様には大変お世話
になり、ありがとうございました。快適な旅をサポートして下さるワールドビッグフォーの
皆々様に感謝申し上げます。

ボホール島では船上バイキングや原住民と
棒で一緒にリズムをとりながら、写真撮影！

見た事の無い風景や大自然が織り成す絶景！
ボホール島のチョコレートヒルで記念撮影！

女神様の前で「女神様、ばば様」と言いなが
ら３人でポーズを撮り写真に納まりました♪

出発日１月２２日（６泊７日）
会員歴２年５ヵ月　儀間さん

出発日２月２日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　小玉さん

出発日１月２２日（６泊７日）
会員歴７年３ヵ月　今井さん

出発日２月６日（７泊８日）
会員歴１年３ヵ月　深山さん
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７泊８日で去年と同じメンバーで行っ

て来ました。去年と同じ通訳のシャロ

ーンと先にセブに来ていた結城さん

がマクタン・セブ空港まで出迎えてく

れて安堵しました。翌日はマンゴー工

場、ショッピング、全身マッサージなど

して有意義に過ごしました。次の日は

おにぎりを持って３回目のボホール島へ。ターシャは何回見ても可愛い！蝶の自然園で

はスタッフのジョークを交えての説明に皆和みました。バディアンゴルフリゾートにも一

泊してカワサン滝を見に行ったり、ジンベエザメを見たり、無人島へ行き、海に潜って綺

麗な小魚をたくさん見ました。夜はマッサージなどしてあっという間の滞在でした。通訳

さん、ドライバーさん、メイドさん達のお陰でこのような贅沢な時間を過ごせたことをワ

ールドビッグフォーに感謝しながら、又来年も来たいと思いました。

無人島へ行き、海に潜って綺麗な小魚をたくさ
ん見ました♪南国の風を感じながら皆でピース！

お世話をしてくださったノバさん、ドライ
バーさん大好き！！また案内して下さい！

初めてフィリピンのセブ島に行きまし
た。海外旅行は何度も経験していまし
たが、メイドさんのいるコーラルポイ
ントリゾート大富豪の別荘に滞在する
ことができ感激でした。手作りの朝食
とマンゴージュースは、毎回美味しく
頂きました。２日目は、マンゴー工場と
市内観光。市場に行き珍しい果物の味
見をしたり、スキンバランス（足のエス
テ）へ。３日目は、ニューハーフショー。
４日目は、バディアンゴルフリゾートに
移動し、近くのカワサン滝で筏に乗り、
滝の強さに感動。翌日は、日本では体験できない「ジンベエ鮫」のいる海に行き、シュノー
ケリングをしながら悠々と泳ぐ鮫を見る事ができました。もう６日目です。高速船で２時間
のボホール島観光です。ロボック川クルーズのバイキングを楽しみ途中下船し、先住民の
人達と記念撮影。その後、チョコレートヒルズ、世界最小といわれる「めがね猿」のターシャ
を見ました。コーラルポイントリゾートに戻り、お部屋でオイルマッサージを受けリフレッ
シュできました。７日目は無人島でのBBQの予定でしたが、海が荒れていて船が欠航にな
ったため、コーラルポイントリゾートのプールで泳いだり、ジャグジーで楽しみました。最
後の夜になり、生バンドが入りさよならパーティーが開かれました。お世話になった運転
手のベルナルドさん、通訳のシャローンさん、アイリーンさんをはじめメイドの皆さんと一
緒に踊り、本当に楽しい夜でした。ありがとうございました。セブ最高！

セブ島、２回目！

贅沢な時間を過ごせたことをワールドビッグフォー
に感謝しながら、又来年も来たいと思いました！

ボホール島、先住民
の人達と記念撮影♪

初めてのセブ旅行 楽しかったセブ島

大自然との共生。セブ大好き♡
何もかも「別世界」はじめてのセブ島。
セブ通の西川さんとご一緒だったの
で、安心してついて行きました。朝８時
３０分、家を出て夜中にコーラルポイ
ントリゾートに到着しました。B棟１階
のリビングに通され、マンゴージュー
スをいただき、寝ました。翌朝、目が覚
めると小さな池に元気よく鯉がいっぱ
い泳いでいました。顔をあげると目の
前にはプール、ヤシの木、ブーゲンビ
リア、ピンクと白のアデニュームの花が
窓越しに見えました。外に出て敷地内
を散歩すると、マイナスイオンいっぱ

い。木々の間からさわやかな風が吹き、まるで高原にいるような錯覚さえ覚えました。在
島５日間とも快晴、残念ながら日の出を見る事は出来ませんでしたが、バンカーボートで
波しぶきを浴びながら無人島へ。ＢＢＱ、エメラルドグリーンのきれいな海、思わず童心
にかえり、いっぱい貝を拾いました。野良犬とセブの人とのふれあい、車窓から見るセブ
の人々の生活、風景、スーパーでの買物、通勤の人達の行列、セブの文化の部にふれたよ
うな気がしました。次回はもっともっとメイドさん、通訳さん、ドライバーさんともふれあ
い、色々な発見がしたいと次への夢を膨らませて帰途につきました。ワールドビッグフォ
ーを紹介してくださった髙梨さん、ありがとうございました。在島中、お世話をしてくださ
ったノバさん、ドライバーさん大好き！！また案内して下さい。素敵な旅にして下さったワ
ールドビッグフォーの関係者の皆様に感謝申し上げます。

海外旅行は何度も体験していますが、メイドさん
のいる大富豪の別荘での滞在は初めてです！

今回２度目のセブ島でした。コーラル

ポイントリゾートに着いた時は可愛い

メイドさん達が、『お帰りなさーい！』と

出迎えてくれて、私の顔を見て「あ

ー！！！」と思い出してくれました。とって

も嬉しい再会でした。通訳さんは前回

と同じシャローンさんで、またまた嬉しい再会となりました。高い波の中、ジンベエザメと

泳いだり、先生を招いてダンスをしたり、買い物をしてディスカウントしてもらったり、内容

の濃い楽しい旅行でした。何よりもセブ島の人たちの笑顔や優しさに本当に癒されまし

た。ワールドビッグフォーの皆さまには心から感謝したいと思います。素敵な旅をありがと

うございました。

セブ島の人たちの笑顔や優しさには本当に癒さ
れました！心も体も軽くなって空も飛べそう！（笑）

マイナスイオンいっぱい。木々の間から
さわやかな風が吹き、まるで夢の世界！

２度目のセブ島では、ジンベエザメと泳いだり、先生を
招いてダンスをしたり、内容の濃い素敵な旅でした！

出発日２月１５日（７泊８日）
会員歴２年５ヵ月　歯黒さん

出発日２月１５日（７泊８日）
会員歴５年１０ヵ月　真壁さん

出発日２月６日（７泊８日）
会員歴１年　鈴木さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　中川さん
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私がいろいろな役職を辞め、暇になっ
たと言う事で家内がセブに行こうと言
い出しました。今回、家内は３回目、子
供達は２回目、私は初めてのセブ行き
を計画しました。４人の都合を考えて
行って参りました。成田から飛行機に
乗り、セブのマクタン空港へ着いたの
が夜７時近くで、出迎えの通訳さんの
案内でフィリピン料理店へ行きまし
た。私は初めてのフィリピン料理でし
たが、思った程癖も無く美味しく食べ
られました。翌日２日目はゴルフをす

る予定でバディアンゴルフリゾートに車で向かい３時間半くらいで到着しました。遠いな
という印象はありました。着いてすぐプレーを行いましたが、とても蒸し暑くて参りまし
た。一人一人にキャディーがつくのも初めての経験です。次の日も私以外の３人はプレー
をして戻り、途中でお土産等の買い物をしてコーラルポイントリゾートに帰りました。４日
目は私以外の３人で、マリンスポーツを楽しむと言う事で、シーウォーカーとパラセーリ
ングを体験してとても楽しそうでした。そこへ船で迎えに来てもらって船上でバーベキュ
ーを食べながら飲んだビールはとても美味しかったです。最終日は朝早く空港に送って
もらい帰途につきました。今回初めてのセブ旅行で最初は不安もありましたが、大変楽し
い旅行になりました。又次回も是非行きたいと思います。現地スタッフの皆様ありがとう
ございました。

大変楽しい旅行になりました！ 現地
スタッフの皆様ありがとうございました！

海に入れないまま帰るのかと思っていたら最終
日前日に晴れ、シーウォーカーで海の中へ♪

八重桜が満開の４月２０日に総勢９

名で真夏のセブ島に向かいました。笑

顔で迎えに来て下さった通訳さんと無

事に合流し、安心してコーラルポイン

トリゾートに到着しました。今回は会

報の皆様の情報から、不思議な形の

丘が幾つも存在するボホール島に行

き、チョコレートヒルズを見ること、マ

リンスポーツを経験することを目的と

して、到着後早速美味しいフレッシュ

マンゴージュースを頂きながら計画を練りました。シーウォーカー、パラセーリングを堪能

し、ボホール島に行きましたが、真夏の乾季の筈が、ラニーニャ現象？途中も雨に合い、チ

ョコレート色ではなく、グリーンの丘で残念でした。次回の楽しみにしたいと思います。今

回一番の感激はバーベキューで訪れたパンダノン島です。ポスターになりそうな白い砂

浜と青い海の美しさ、人影の少ない広い海を見て遊び、日本での喧噪とした日々を忘れる

ひと時でした。セブ市内観光、ショッピング、エステ、ニューハーフショーと楽しい時間を過

ごせたのはいつも側でサポートして下さった通訳さん、ドライバーさんのお陰です。毎日

洗濯をして下さったメイドさんはじめ現地スタッフの皆さんありがとうございました。そし

てワールドビッグフォーの会社の皆様に感謝します。

初めてのセブ旅行

船上でバーベキューを食べながら飲ん
だビールはとても美味しかったです♪

計画通りシーウォーカー、パラセーリングを堪能！ チョコ
レートヒルはグリーンの丘で残念！次回のお楽しみです♪

楽しかったセブ旅行 初めてのセブ旅行

初めてのセブ島
１２年ぶりの海外。添乗員なしは初め
てでした。ニューハーフショーを見る
のも初めてでした。女性以上にナイス
ボディーで魅力的な人やそうでない人
も（笑）。１時間があっと言う間に過ぎ、
とても楽しい忘れられない経験でし
た。ショーが終わってから一緒に写真
を撮ったりして盛り上がりました。翌日
はボホール島へ。船上バイキングを頂
き、先住民の所へ。一緒にリズムに合
わせて演奏したりとても楽しかった。

世界最小のめがね猿ターシャは、小雨だったので、葉の下でジッとしていました。チョコレ
ートヒルは、大小様々な円錐形で１７７６もあるそうです。せっかくセブ島に来たのに、
海に入れず帰るのかと思っていたら最終日前日に晴れて、海水浴やBBQ、シーウォーカー
も出来て本当に良かった。私は体調を崩し、さよならパーティーには参加出来ず残念でし
た。遠藤理事、通訳のダイアナさん、スタッフの皆さん、同行の皆さんには大変お世話に
なりました。有難うございました。毎朝のマンゴージュース、パイナップル、バナナ、マンゴ
ーとてもおいしかった。セブ島での５日間はとても短く感じました。次回はいつになるか
わかりませんが、もう少し長く滞在したいと思います。

セブ市内観光、ショッピング、エステ、ニュー
ハーフショーと楽しい時間を過ごせました♪

今回縁があり、紹介者の橋谷さんに誘
って貰いセブ島へ行く事ができまし
た。初めて訪れたセブの印象は、海が
すごく綺麗だった事です。滞在した５
日間は毎日晴れてくれたので、海も空
も青くとても気持ちが良かったです。
セブに着いてから通訳さんと一緒に
予定を立て、観光へと出かけました。
タオイスト寺院から始まり、カワサン
滝、島巡り、シーウォーカー、ショッピン
グモールへと色々体験する事ができま
した。バディアンゴルフリゾートへも行
きましたが、とても開放的で綺麗な所
でした。またバディアンの人気スポットであるカワサン滝では、滝壷まで筏で移動して滝
に打たれましたが、言葉にはならない、あの猛烈な水圧と水の冷たさには身の引き締ま
る思いでした。一方、シーウォーカー体験では、優しい海に包まれて水深５メートルの海
底へ降りて行けました。透明度も良く魚も沢山いて楽しみながら熱帯魚に餌付けしてきま
した。ショッピングも楽しかったです。食べ物では「オタップ」という現地で人気のお菓子を
お土産用に購入し、帰って来て皆に喜ばれました。素朴な味が良かったです。帰国日前夜
はマルコポーロホテルでの素敵なバイキングを会社から用意して頂き、ワインも頂きな
がら肉や魚のお料理を堪能しました。デザートのチーズケーキも美味しかったです。初め
てのセブ旅行でしたが、何より運転手さん、通訳さん、メイドさん達には親切にして貰いと
ても楽しい４泊を終える事ができました。次回は、今回出来なかった島巡りとパラセーリ
ングを体験しに、また是非セブに行きたいと思います。

タオイスト寺院から始まり、カワサン滝、島巡り、シー
ウォーカー、ショッピングモールへと色々体験しました♪

ニューハーフショーは初体験！ ナイスボディーで魅力
的な人やそうでない人も（笑）忘れられない体験です！

初めてのセブ旅行でしたが、とても楽しい４泊を終える
事ができました！また是非セブに行きたいと思います

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴４年　平原さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴１５年３ヵ月　石口さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴３年　秋森さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　佐藤さん
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連日雪が散らつく雪所越後を朝に出
て、夕方には南国セブの地に着き、地
球の大きさと丸さを肌で感じました。
今回は２度目なので前回行かなかっ
た所を体験してみたいと思いました。
大昔海底がサンゴの山であったチョ
コレートヒルに登り、可愛いターシャ
に出合い、ロボック川クルーズでは、ち
ょっとした事から生バンドで「上を向
いて歩こう」を歌ってしまいました。セ
ブ島では素晴らしいマンタユパンの
滝を眺め、サンゴで出来ていると言う

歴史的な教会の建物を見学しました。マクタンニュービーチでバーベキューを美味しく
頂き、パラセーリングで大空を舞い、シーウォーカーで熱帯魚と戯れ、セブでしかできな
い体験を沢山しました。パーティーでは、遠藤理事と高橋さんの誕生日パーティーから始
まって、生バンドのラテン系のリズムでジルバ、ツイスト、ピコ太郎と何でも有りでメイド
さんとメンバー全員で踊りまくり、とても楽しく過ごしました。初めてオイルマッサージや
足マッサージをしてもらい、疲れが抜けていくようで心も身体も癒され至福のひとときで
した。私の体調が悪くなって、メンバーの方に随分助けられた旅でした。ありがとうござい
ました。セブの青い海と自然に遊び、ワールドビッグフォーのデラックスハウスでの６泊、
どれも感動的で素晴らしい旅でした。この旅で接したすべての方々に感謝致します。

セブ島の自然、ワールドビッグフォーの
施設、旅で接した全ての方に感謝します！

水圧の強さにビックリ！でも終わっ
たら身体がポカポカになりました♪

真夜中の３時４０分、雪降る中ジャン

ボタクシーで自宅を出発しました。大

雪の関越道を抜けて午前１１時４０

分、晴天の成田国際空港に着きまし

た。１４時２５分発セブ島行きに搭

乗し、２０時にセブ島に着きました。

出迎えてくれた車に乗り、通訳さんの

案内でセブの繁華街で晩御飯の為、

お店を探すのですがどこも満員。この

日はバレンタインを楽しむ若者で溢れ

ていました。やっと見つけたスペイン料理店で食事をしました。１５日は風が強くて予定

を変更しました。市内ショッピングを堪能し、午後は道教寺院を観光、実弾射撃場を見学

しました。１６日は船で２時間かけてボホール島観光、ランチ付きクルーズにて川を遡上

し、先住民の住居やダンスを観光し、その後チョコレートヒルと呼ばれる島のほぼ中央に

ある円錐形の小丘群観光。１７日はセブ島のビーチで何十年ぶりかの海水浴とランチを

堪能。そのあと、海底散歩、専用のヘルメットをかぶり深さ５ｍでサンゴや熱帯魚と遊び

ました。夜はさよならパーティーを開いて頂きました。生バンド、メイドさん、通訳さん、ド

ライバーさん、皆さんで盛り上げていただきました。本当に楽しかったです。遠藤理事本

当にありがとうございました。

初めてのセブ旅行

ロボック川クルーズでは、生バンドで
「上を向いて歩こう」を歌ってしまいました♪

皆さんに盛り上げていただいて
本当に楽しかった！Ｉ♡ＣＥＢＵ！！

真冬の越後から常夏のセブ島へ ２度目のセブも海と自然に感謝

３回目のセブ
寒さで体調の悪い姉を元気付けるた
め、セブ行きを目標にトレーニングを
させたり、セブに行ったら何をしよう
か？バイキングでは何を食べようか？
フィリピン料理もいいし、ロブスターも
食べたい等、前回できなかった買い物
もゆっくりしたいし、「エステも良かっ
たね」と話したり、夢は膨らむばかりで
出掛けた南国のセブ旅行でした。到着
翌日は早朝出発。カワサン滝で我々メ
ンバー７人と新潟市内から２人の方
と筏に乗り、水の冷たさを心配しなが

ら滝の真下へ移動。水圧の強さにビックリ！でも終わったら身体がポカポカになりました。
３日目、シュノーケルを付けて海の中へ、次第に沖に出て行く・・・いた！！大きなサメ。ジン
ベエザメの体に白い斑点、おなかの所に小さな魚が寄り添って生活している。頭がキラキ
ラしている魚の群れ、海中のキレイがいっぱい見れました。暖かいセブで沖を通る船をみ
たり、つり船をボーッとしながら眺めていると心が癒されます。帰国前夜のバイキングで
は思いがけず誕生日ケーキのサプライズを用意していただき嬉しかった。珍しい料理、お
店の人が作り方や、やり方を教えて下さるので、あれも食べたいこれも食べたいと大忙し
で店内をウロウロ。遠藤理事さんはじめ通訳さん、メイドさん、ドライバーさん、今回もお
世話になりました。楽しい旅をありがとうございました。

雪の舞う越後から、キレイな熱帯
魚が舞う水深５ｍの世界へ・・・

今回は人生初めてのセブ旅行に行っ

て来ました。２月１５日成田空港から

マクタン・セブ空港に着き、通訳さんと

ドライバーさんが出迎えてくれて安心

しました。コーラルポイントリゾートで

は、毎日おいしい朝食に新鮮なフルー

ツ、マンゴージュースを頂き満足な

日々でした。翌日からは楽しみにして

いたボホール島でターシャに逢えた

事、そしてチョコレートヒルズの大自

然の美しさに感動。又、セブ島ではジンベエザメの大きさにビックリしたり、カワサン滝で

滝に打たれた事。（チョットこわかった）沢山の出逢いや出来事があり、思い出深い旅行に

なりました。帰国前夜のお別れパーティーでは生バンドの演奏、メイドさん達のダンスで

盛り上がり、遠藤理事の誕生日も重なり本当に楽しい夜を過ごす事が出来ました。これも

遠藤理事をはじめ太刀川さん、髙橋さん、一緒に同行して下さった皆さんのお陰です。本

当にお世話になりました。又機会があったらいつの日か行きたいと思います。そしてワー

ルドビッグフォーのスタッフ皆様にもこの様な素晴らしい旅を提供して頂いた事を本当に

感謝します。ありがとうございました。

毎朝、新鮮なフルーツ、マンゴー
ジュースを頂き満足な日々でした♪

帰国前夜のバイキングでは思いがけず
誕生日ケーキのサプライズは嬉しかった！

カワサン滝で滝に打たれました！
チョットこわ かった けど～

出発日２月１５日（６泊７日）
会員歴８年３ヵ月　伊丹さん

出発日２月１５日（６泊７日）
会員歴３年　荒川さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　木場さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴５年３ヵ月　板倉さん


