
ごあいさつ
人生を思う存分に楽しむ究極の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ。

新しい体験に元気も溢れる観光スポット巡り、珊瑚礁の大海原が持て成す素晴らしい
セブ島の自然環境は、皆様を心身共に夢中にさせる魅力に満ちた南国のオアシス。また老若
男女を問わず国内旅行感覚で楽しめる気軽さと、１年を通して温暖で快適な気候は皆様の元気
活力を増幅、実感できるほどの若返り効果も絶大です。健康長寿の秘訣は人生での目標づくりが
大切！セブ島の爽やかな自然環境で健康長寿に繫がる“生きがいづくり”を見つけてみるのも
楽しい体験となるでしょう。是非皆様も人生観が変わる最良の環境で至福のリゾートライフ、
ご家族やご友人との笑顔に満たされた究極のシニアライフをいつでもご満喫下さい。
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。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
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＜編集後記＞
思い出に残る最高の旅行をワールドビッグフォー究極のリゾートで！日増しに秋の深まりを感じる季節となりま
したが、一年を通じて温暖なセブ島での“バカンス”は皆様の渡航日を選びません。解放感溢れるパノラマの海
とバーベキューが楽しめる大人気の“アイランドホッピング”や南国の太陽の下で育った         　“ビタミン豊富
なフルーツ”の美味を思う存分お楽しみ下さい。尚、ご予約は最長３６０日前から可能です。２月から４月を含
めたピークシーズンは混雑が予測されます。なるべく早期でのご予約をお勧め致します。詳細等につきまして
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）

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 ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０
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今回は２度目のセブでした。昨年
は４泊でゆっくりできなかったの
で、今回は６泊にしてセブを堪能
しました。初めて会う人もいました
が、皆さん良い人ばっかりで楽し
い旅になりました。到着した翌日
はマリンスポーツの予定でした
が、あいにくの雨でショッピングに
変更し、アヤラセンター（モール）
に行きました。３日目はバディアン
ゴルフリゾートに行き、筏で滝壺ま
で行き、滝に打たれ痛いやら冷た
いやら、童心にかえり「キャーキャ

ー」騒ぎました。４日目は早朝に出発し、ジンベエザメを見に行きました。大きな
口を開け、迫力があり食べられそうな気がしました。その後はカワサン滝を見た
り、夜は４泊で帰る人がいるためパーティーがありました。飲んだり踊ったり、大
盛り上がりで楽しい夜が更けました。５日目は近くのビーチでBBQを楽しみまし
た。日差しが強く結構焼け、日本に帰って一皮むけました。６日目は射撃を初め
て体験しました。男ながらに少しドキドキしました。的の中心枠内に５つ当たり、
腕前はまあまあでした（笑）。それからミラクルアートを見学、絵がマジックにな
っています。写真は絵なのに自分が馬に乗っているかのようで、ここでは写真を
沢山撮りました。その後ニューハーフショーとフィリピン料理でセブの夜は終わ
りました。今回もいろんな所を観光できて、前回のセブより更に楽しめました。ご
同行して下さった皆さん、ドライバーさん、通訳さん大変お世話になりました。

射撃では的の中心枠に５つ当たりました。
実は初めての体験でドキドキでした！

姪と楽しんだマリンスポーツ、バー
ベキューとても美味しかったです！

今回の旅行で土産話しを３つ持ち

帰りました。１つ目は、会報２月号

に寄稿された三石さんの情報を元

に、シューマート内のレストラン〝

ＶＩＫＩＮＧＳ″へＧＯ－！！行っ

て大正解。種類が豊富でどれもこ

れも全て美味しい。私の一番のお

すすめは、チョコレートフォンデ

ュ。パイナップルを３片串に刺し、

流れ落ちるチョコレートの中へド

ボーン。「う～ん、たまらん。おかわり！！」と・・・飲み放題にも満足。それにも増して

誕生月の私は、お店のスタッフからバースデーソングとケーキのプレゼントに感

動！！うれしいサプライズでした。２つ目は、バディアンゴルフリゾートでのハプニ

ング。部屋の鍵がロックされてしまい〝真っ青″に、ドアをドンドン叩き「助けてぇ

～」と叫ぶこと３回、両隣からの「どーしたの？」との声に漸く安堵。ドアノブを取り

壊してもらい、無事脱出。３つ目は、恒例のさよならパーティー。遠藤理事の誕生

日会と重なり、踊れ踊れと大フィーバー。メイドさん達のセブダンスとマンゴージ

ュースは、変わらず〝うまっ！！″楽し～い思い出に残る３度目のセブでした。

ジンベエザメと泳ぐ・・・♡

ミラクルアートを見学！ 馬に乗ってるよ
うに見えるでしょ！？白馬に乗った・・様？

部屋に閉じ込められどうなるかと思い
ましたが無事脱出！！今夜はフィーバー！！

３つの土産話し セブを満喫

楽しかったセブ旅行
マクタン・セブ国際空港に遠藤理

事さんと通訳のリサさん、ドライバ

ーのナルドさんのお出迎えでセブ

の旅の始まり。翌日、バディアンゴ

ルフリゾートの近くにあるカワサン

滝の冷たい滝に打たれ、皆で悲鳴

をあげたり大騒ぎでしたが、とても

楽しかったです。翌朝、ジンベエザ

メを見る為朝の４時に起き出発。バディアンゴルフリゾートの料理長が作ってく

れたお弁当を車中で食べました。何頭ものジンベエザメが大きな口でエサを食

べながら、私達のボートの周りを回遊する姿にビックリ！！リサさんのおすすめの

ココナッツジュースはこの時初めて飲みました。セブに戻り昼はイタリアン、夜は

海鮮料理でロブスターを味わい、とても美味しかったこと！！４日目は姪とパラセ

ーリング、バナナボートとマリンスポーツを楽しみ、バーベキューに舌鼓。夜は板

倉さんの誕生日パーティーで沢山の料理を食べ、とても楽しいセブ旅行でした。

また、行きたいです。ありがとうございました。

誕生月の私にお店からバースデ
ーソングとケーキのサプライズ！

毎月の会報を楽しみにしています。

ジンベエザメと泳ごう！と楽しみに

いざセブ島へ。バディアンゴルフリ

ゾートに泊まって、翌朝５時出発。

いよいよジン ベ エ ザメに 会え

る・・・あらら・・・！？！？ジンベエザ

メと泳げなかった私、爆笑です。怖

くて船にしがみついていました

（笑）。でも、サメちゃんから近くま

で来てくれてほんとにありがとう、

触れ合うことが出来ました。あんなに大きいのに、とってもかわいいんですネ！！

その後はカワサン滝で滝修行。現地の係員の方は、流暢な日本語で「滝マッサー

ジGO！！」と案内してくれました。結構な水量で、なかなかすごい！！息も出来なく

なるくらいの滝行でした。１回目のセブ島は６年前、娘の結婚式以来、気に入っ

て何度も訪れていますが、ドライバーさん通訳さんがいてくれるおかげで、何不

自由なく買物や観光が出来ることに感謝しています。ありがとうございました。最

初の頃から比べると見事に進化しているセブ島。これからも、どんどん発展し続け

るのでしょうね。楽しみです。

ドライバーさん通訳さんのおかげで
何不自由なく過ごせる事に感謝です！

リサさんにすすめられたココナッツ
ジュース、初めて飲みました♪

楽しみにしていたジンベエザメウォッ
チングの後は、カワサン滝で滝修行！

出発日２月１５日（６泊７日）
会員歴７年３ヵ月　野崎さん

出発日２月１５日（６泊７日）
会員歴２年７ヵ月　高山さん

出発日２月１５日（６泊７日）
会員歴７年６ヵ月　高橋さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴６年　横山さん



3 4

「おかえりなさい！」コーラルポイ
ントリゾートに到着するといつも
の様にメイドさん達が温かく迎え
てくれました。初めてセブに行った
のは８年前、子供１歳と５歳。そ
の頃にも遊んでお世話してくれた
メイドさんは子供の事を覚えてい
てくれて「大きくなったね」と感動
の再会でした。コーラルポイントリ
ゾートからの眺めは変わらず美し
く、初めて一緒に行った私の幼な

じみの家族も感動していました。到着後間もなく、子供はプールで遊び出しまし
た。夢の様な生活がスタートです。前回セブに行った時は天気があまり良くなく
て残念でしたが、今回は祈りも通じ晴天で、パンダノン島へも行く事が出来て本
当に良かったです。美味しいお料理も堪能できました。家族連れでの旅だと不安
や不都合な事が多いですが、ワールドビッグフォー、セブの旅は別！！通訳ガイド
さん、ドライバーさん、メイドさんと過ごす時間は何の不安も不便も無く本当に
感動でいっぱいです。夜のパーティーではメイドさん達が前回とは違うパフォー
マンスをして下さり、大人も子供も大盛り上がりでした。本当に楽しい時間をあり
がとうございました。また必ず会いに行きたいと思います。

コーラルポイントリゾートからの眺めは変わらず
美しく、幼なじみの家族も感動していました！

セブ旅行は日常生活の忙しさが吹
き飛ぶくらい素晴らしかったです！

私は、今回初めてセブ旅行に参加
させて頂きました。ワールドビッグ
フォーの会員である、祖父母に誘
われ、飛行機に乗り込んだあの日、
私は大変ドキドキしておりました。
海外経験は過去に一度しかなく、
英語もろくに話せず、大丈夫なの
だろうかという不安と、何度もセブ
に行っている祖父母達の胸が躍る
ような体験談を聞いた上の大きな
期待が混じり合って、大変緊張して
おりました。しかし、今回同行させて頂き、ワールドビッグフォーの皆様がとても
温かく接して下さったり、日本語の話せる通訳さんやメイドさん達のお力添えを
頂き、とても充実した日々を過ごす事が出来ました。また、セブの名所を回った
り、ペソで買物をしたり、セブの人々とお話しをして、セブの文化に触れる事も出
来ました。私は春から大学生なのですが、英語は特に苦手で、将来は国内で働く
職に就こうと思っておりましたが、今回の旅行で「もっと海外の文化に触れたい」
という気持ちが強くなったので、大学でもっと英語を学んで、世界社会に貢献で
きるような職に就きたいと思います。改めまして、この度旅行に参加させて頂き、
誠にありがとうございました。この貴重な経験をバネにこれからも日々学び、精進
して行きたいと思います。

飛躍するセブ島（フィリピン）

晴天の中パンダノン島へ！ 何かと大変な
家族連れの旅でもこのセブの旅は別です！！

大きな期待が混じり合って、大変緊張して
おりました。セブの文化に沢山触れました！

セブ旅行を通じて 幸せな時間

青い海と青い空、セブ島
セブ島のワールドビッグフォーリゾ
ートが素晴らしいよ！！と以前から
話には聞き、ずっと訪れたいと思
い続けていたセブ島。ついに一年
がかりの計画で全ての予定をこの
セブ島旅行の為に合わせ、仲良し
のお友達家族と一緒に実現するこ
とができました。そんな思い出の
セブ旅行は日常生活の忙しさが吹
き飛ぶくらい素晴らしく、目の前に
広がる青い海と青い空に癒され、
そしてワールドビッグフォーのスタ

ッフの皆さんの温かさに包まれた笑顔の絶えない５日間でした。朝起きると窓越
しに広がる青い海と青い空、美味しい朝食が迎えてくれ（笑）、小道から広がる透
き通る海を眺めたり、普段はなかなかできないネイルやマッサージをゆっくり堪
能し、ショッピングもドライバーさんや通訳さんが一緒なので安心して出かける
事ができました。そしてセブのごはんはどこで食べても美味しくてびっくりしまし
た。毎日お世話をしてくれ、子供達と遊んでくれたメイドさんもとても優しく、より
楽しく過ごす事ができました。家族、お友達と大切な、そして素晴らしい時間が過
ごせたセブ島とスタッフの皆さんに感謝です。次回はみんなで英語も勉強してメ
イドさんとも沢山話がしたいです。２回目のセブ島旅行を目標にこれからの毎日
の生活も頑張れそうです。青い海と青い空にまた逢う為に。

今回、大学でもっと英語を学んで、世界社会
に貢献できるような職に就きたいと思いました！

名古屋発セブ島直行便が就航して

以来、私共の地区から出発出来る

事が心身共に非常に楽になりまし

た。以前の成田発の時代は首都高

速の混雑状況が解らず、六時間以

上は余裕を取って、早朝出発を余

儀なくされておりました。乾季の三

月、新人会員さんと同行しました。

今回は体験したことが無い、二日

間共夕方からの雨となり、朝方には止む。そして昼は雲が多く、特に暑いと言う感

覚がありませんでした。移動中新人会員さんが、『セブは年寄りが居ない、子供が

多い』と一言。そうなんです。年寄りが居ない訳ではないんでしょうが、若い人が

凄く多いんでしょう。日本では特に地方の私達の所では考えられない光景です

ね。この若い力が十年後インフラも進み働き出したら、どの様な国となって行くの

でしょう。まさに日本の四十年前の時代です。いつも笑顔で対応して下さる通訳さ

ん、メイドさん、ドライバーさんの皆さんに感謝の気持ちで一杯です。いつもあり

がとう。

いつも笑顔で対応して下さる通訳さん、メイドさ
ん、ドライバーさんに感謝の気持ちで一杯です！

家族、お友達と大切な、そして素晴らしい時間
が過ごせたセブ島とスタッフの皆さんに感謝！

飛躍するセブ島を感じました！ この若い力が十年後
働き出したら、どの様な国となって行くのでしょう！

出発日３月１５日（４泊５日）
会員歴１５年１ヵ月　西村さん

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴８年　田中さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴４年６ヵ月　山口さん

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴６年５ヵ月　舛谷さん
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南の島の大王が・・・♪なぜかこんな
歌を口ずさみながら、朝８時３０分
に自宅を出て、１４時３０分に成田
からフライト、１９時３０分セブ島
着。私の想像をはるかに超える人で
した。名古屋からの人と待ち合わせ
てコーラルポイントリゾートに到着
したのは夜中の１時をまわっていま
した。こんなに遅い到着なのに大勢
のメイドさん達が、疲れきった私達
を迎えてくれました。感動！！そしてウ
ェルカムドリンクのマンゴージュー
スに感動！！セブの旅は感動から始

まりました。母に誘われ、やっとの思いで休暇を頂いての４泊５日の旅立ち。２日目
は波しぶきをあびながら無人島へ。エメラルドグリーンにきれいな海、BBQではおい
しい魚介類やお肉をいただきました。感動！！３日目はちょっぴりと、のんびりデー。コ
ーラルポイントリゾート敷地内を散歩したり、マンゴー工場へも行きました。念願だ
った「ハロハロ」を食べて又、感動！！４日目はフィリピンで一番人気と言われている
ファーストフード店「ジョリビー」へ、かわいいキャラクター、おいしいチキン・・・あぁ
セブに来て良かった・・・また感動！！午後からはシーウォーカーで熱帯魚に対面。又々
感動！！この５日間、セブの旅は感動の連続でした。やさしく親切なメイドさん、通訳
さん、ドライバーさんの人柄にも感動しました。最終日まで面倒をみてくれたミッシェ
ルさん、ノバさんドライバーさんありがとうございました。また行きたいです。また案
内してください。

５日間、感動！！ 感動！！の
連続！また行きたいです♪

人々の温かさに感謝と感動を話している母親
の笑顔を見て、嬉しくてたまりませんでした！

今年も大好きなセブ島に出かけて
来ました！今回は、長年仲良くさせ
ていただいている友人と娘さんご
家族、そして去年からのお付き合
いの親娘さんと、8人での楽しいリ
ゾートバケーションになりました！
私はなんと６回目！メイドさんに
「おかえりなさいー！」と迎えられ、
沢山の懐かしいお顔に再会できて
とっても嬉しかったです！一週間コ
ーラルポイントリゾートでゆっくり
過ごし、みんなの笑顔や、笑う声に
終始癒されたひと時でした…。日
本はまだまだ寒い季節、太陽が眩しく輝くパンダノン島の青く澄んだ温かな海で
､ゆらゆらリラックスできました。ボホール島では初めてのスポットにも訪れた
り、街の新しいレストランやフィリピン料理も堪能しました。そう！ジョリビー【ファ
ストフード店のマスコット】はやっぱりみんなの人気者になりました！そして初め
てギター工房も見学に行き、綺麗な楽器、優しい音色に出会い、セブの文化に触
れられたひと時でした…。毎日とっても楽しかったです！プールで喜んで遊ぶ子供
達の声は夢のように幸せな時間でこうして来られたことに心からありがたく感謝
の気持ちでいっぱいになりました。『こんな心温まる素敵なリゾートほかにな
い！』って来る度、深く感じます…。素晴らしいリゾートクラブを作って下さった行
方会長様や、スタッフの皆様、現地スタッフの方々、ご一緒して下さったメンバー
の皆様にも、心からありがとうございます♡また、すぐに行きたいです！

最高に楽しいセブ旅行

エメラルドグリーンのきれいな
海で熱帯魚と対面♡感動～！！

パンダノン島の青く澄んだ温かな海
で､ゆらゆらリラックスできました♪

私のセブリゾート 感動のセブ

究極の旅行
最高の思い出づくりができたセブ
島の旅！！家族で節目として、長男の
大学卒業、次男の成人式の祝いを
兼ねて計画していました。毎年恒例
の母の誕生日祝いを妹家族で実施
していた温泉旅行中に、「来年はセ
ブ島でお祝いしよう！」との夢を語っ
たことが現実になりました。究極の
夢、実現！！親孝行、家族旅行ができ
た幸せ♡皆の笑顔を見たら心から
感謝の気持ちがあふれ出ます。７９
歳の母は、初海外旅行でした。膝の
痛みを心配してましたが空港から

全ての場所で優しくサポート頂き、人々の温かさに感謝と感動を話している母親の
笑顔を見て、嬉しくてたまりませんでした。日本で留守番の家族３人にも感謝して、
９人で共有できた至福の時間を大富豪の別荘で過ごし、通訳さん、ドライバーさ
ん、メイドの皆さんのお陰で本当に他では経験のできない素晴らしい一生の宝物
旅行ができました。全ての時間が充実していて、家族の笑顔と笑い声が絶えないパ
ワー全開で遊んだセブ満喫の旅行は、沢山の仲間とも共有したいと新たな夢が出
来ました。究極の言葉『また』。また、会いたいスタッフの皆さん。また、来たいセブ
島。また、実現したい親族旅行。素晴らしい日の出から１日が始まり、日没まで大自
然と全てのロケーションに心が洗われ英気を養うことができたこと、何よりも『１番
大切なことは、１番大切なことを１番大切にすること』との生き方を実現できたこ
とに感謝と満足のセブ島旅行でした。家族の笑顔の写真を見てまた頑張ります。

８人での楽しいリゾートバケーション！ メイドさん達の沢山
の懐かしいお顔に再会できてとっても嬉しかったです！

初めてのセブ旅行、ドキドキ♡ワク
ワクで出発♡母と娘２人でセントレ
アから出発しました。到着は夜でし
たので、当日はコーラルポイントリ
ゾートに直行。そこではメイドさん
達が素敵なお出迎えをしてくれまし
た。たくさんのメイドさんの温かい
歓迎を受け、お部屋の豪華さに目
がキラキラになりました。おいしい
マンゴージュースのウェルカムドリ
ンクの味、忘れられません。その日
は素敵なベッドルームでぐっすり。
二日目の朝は晴天！お部屋からの景色にびっくり！最高の眺め。お庭の美しさ、そし
て素晴らしい朝食、メイドさんの明るい声、全てが夢の様でした。心地の良い風、朝
日、青い海、南国の花の香り。その日は敷地内の海からバンカーボートを出してくだ
さり、パンダノン島へ。クルージングを楽しみ、パンダノン島の海の美しさに感動。
子供達と海に入り貝殻を拾ったり、お昼はお肉や海鮮のバーベキュー、最高のロケ
ーション。マンゴーの美味しさにびっくり。三日目はフェリーでボホール島へ。至れり
尽せりの観光を楽しみました。四日目はマリンスポーツ、バナナボートやプールを
楽しみました。そして五日目には主人も駆けつけてくれて、家族そろって美味しいフ
ィリピン料理。至れり尽せり、最高のセブ旅行でした。夢のように楽しく、七日間があ
っと言う間でした。また行きたいです。

５日目に主人も合流、美味しいフィリ
ピン料理を家族そろって食べました！

「来年はセブ島でお祝いしよう！」との
夢を語ったことが現実になりました♪

子供達と海に入り、海の美しさ
に感動！ 最高のロケーション♪

出発日３月１日（６泊７日）
会員歴６年５ヵ月　上園さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　中川さん

出発日３月１日（６泊７日）
会員歴９年４ヵ月　西川さん

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴６年１ヵ月　小谷さん
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今回の旅は、自前のゴルフ道具一

式を持ち込んで、バディアンゴルフ

リゾートでの２ラウンドを計画し

た。出発初日は１４時台のフライト

で、現地に１８時過ぎに到着し、レ

ストランで久しぶりのフィリピン料

理。フィリピン料理はクセの無いシ

ンプルな味付けが多く、日本人の好

みに合うと思う。２日目の朝からバ

ディアンゴルフリゾートへ移動。車で４時間。到着早々、１ラウンド目を開始し、ハ

ーフ休憩して後半へ。自前道具は持ち込み正解だったが、気圧の違い？でいつもよ

り飛ぶのと、何よりグリーンが重すぎてスコアはやや微妙。明日に備えて、夕食前に

マッサージでリフレッシュ。３日目は朝からスルーで１８ホールのラウンド。１番

のティーショットはグリーン右サイドに着弾し、ピン横３メートルのバーディーチャ

ンス！からの外れ・・・。さすがにバディアンのゴルフはもういいかな。遠いし。次回

があれば、近場のアクティビティに興じようと思う。

次回があれば、近場の
アクティビティに興じます♪

滝の真下では生きた心地がしない位恐かっ
たけれど、終わってみればこの笑顔です♡

成田空港から４時間程でマクタ
ン・セブ国際空港に到着。空港に
はワールドビッグフォーのドライ
バーさんと通訳さんが、私達９名
が着くのを出迎えて待っていて下
さいました。コーラルポイントリゾ
ートに着き、メイドさん達が用意し
て下さったバナナジュースを頂き
ホッと一息。その後部屋に戻り明日
の準備をする為にトランクを開け
ようとした所、三桁の番号の一ヵ所
だけが廻らず四苦八苦していた
ら、一人のメイドさんが私の困っている様子を見て、それが２人に増え、最後は４
人のメイドさんが交代で鍵を開けようと頑張って下さり、３０分程で開けること
が出来て安心しました。本当にメイドさん達には感謝しています。翌日シーウォー
カーやパラセーリングを楽しみ、１３０メーター以上の上空からセブの海を一望
する事が出来、最高に幸せ～。３日目はボホール島に船で約２時間程かけて渡
り、チョコレートヒルズやメガネザル（ターシャ）を見学。夕食は夜景を見ながら
のイタリア料理を頂き帰路に着く。４日目、コーラルポイントリゾートのプールで
泳ぎ、午後はまたショッピングを楽しむ。５日目、パンダノン島では青い海と素晴
らしい景色の中での焼肉パーティーを大満喫。ワールドビッグフォーを紹介して
下さった小林さん、ありがとうございます。またセブに行きたいと思います。

初めての海外旅行

２日目の朝からバディアンゴルフリゾートへ！
到 着 早 々、１ ラウンド 目 を 開 始！！

セブの観光も楽しみつつ、コーラルポイントリゾートの
プールで泳ぎ、午後はまたショッピング！贅沢な時間です！

初めてのセブ旅行 バディアンでゴルフ

初めてのセブ
成田発９：３０に変更になった為、
家を出るのは早かったけれど半日
得した気分。すぐ宿泊場所へは行
かず、マジェランクロスそして寺院
を見学。マクタン大橋を渡り、コー
ラルポイントリゾートへ。大富豪の
別荘に泊まれるなんて夢の様で
す。２日目、美味しい朝食をいただ
き、カワサン滝へ。みんな興奮し滝
の真下では生きた心地がしない位
恐かったけれど、終わってみればこ
の笑顔です。ドライマンゴー、マン
ゴージュースなど沢山お土産を買

い、ランチへ。フィリピン料理を四人で何品も頼み、色々と味わいました。緑のマ
ンゴー、ハロハロも食べ大満足。その後エステへ。全身マッサージ、お顔もパック
でツルツルです。次の日は楽しみにしていたマリンスポーツ。私達はシーウォー
クを経験しました。エサをくれると物凄い数の魚が集まって来ます。童心に戻り、
暫くエサくれを楽しみました。船で島巡りをしながら白浜へ泳いだり、バーベキュ
ーをしました。メイドさんが焼いてくれたエビ、魚、チキンなどを前にビールで乾
杯！おいしかった～。海に入り貝を獲ったり、ヒトデを獲ったり、海水は澄んでいて
暖かく温泉に入っている様で気持ち良かったです。夜は豪華ホテルにて最後のデ
ィナー。素晴らしかったです。遅くまで付き合ってくれたドライバーさん、通訳さん
お世話になりました。思い出に残る最高の５日間、有難うございました。空港ま
で送ってくれた通訳さんに「また来ます。」とハグして別れました。

パラセーリングでは、１３０メーター以上の上空か
らセブの海を一望する事が出来、最高に幸せ～♪

４月２０日朝６時３０分家を出
発。高速バス、電車と乗り継ぎ成田
に向かいました。私にとって初めて
の海外（セブ）旅行です。今迄海外
など考えもしませんでした。誘って
頂いた時には不安（年令）で迷って
いました。今では誘って頂き感謝
です。いよいよ成田空港出発です。
機上での眺めも良く、セブ・マクタ
ン空港に近づくと夜景が素晴らし
いです。セブ空港に着くと通訳さ
ん、ドライバーさんが迎えに来てい
ました。コーラルポイントリゾート
に着くとメイドさん達も出迎えて
下さいました。一人一室でしたのでゆっくり過ごす事が出来ました。毎日青い海よ
りのぼる朝日は大きく、波も穏やかで最高でした。朝食はメイドさん達が作って下
さり、マンゴー、バナナの生ジュースを沢山頂きました。毎日通訳さん、ドライバー
さんに案内してもらい、海ではパラセーリングに挑戦出来ました。ニューハーフシ
ョーも観ました。日本では体験できないエステも２回してもらいました。世界最小
のメガネザル、あまりにも小さくビックリです。又たくさんの急な階段も登り、チョ
コレートヒルも観ました。本当に自然にできたのかと驚きです。船上のバイキン
グも美味しかったです。前日の夜はフィリピン料理でのパーティーで夕食をご馳
走になりました。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん一週間本当にお世話にな
り有難うございました。初めての経験ばかりで山浦さん、小林さん、ご一緒して下
さった皆さん助けて頂きありがとうございました。感謝で一杯です。セブ旅行、本
当に楽しく体験出来ました。

初めての経験ばかりで、色々挑戦もしま
した！ 誘って頂きありがとうございます♪

大富豪の別荘に泊まれるなんて夢の様です。
毎朝、美味しい朝食をいただきました♪

初めての海外旅行で心配でしたが、
皆さんのお陰で本当に楽しめました！

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴１年　嶋田さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴１５年４ヵ月　石口さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴１年１１ヵ月　戸谷さん

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　坂本さん


