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ごあいさつ

ご家族やご友人との幸福づくりをワールドビッグフォーリゾートで！

大自然が包み込む南国セブ島の快適な環境は、皆様の元気と共に笑顔が溢れる

充実した滞在を思う存分にご満喫頂けます。また楽しい体験の数々により人生での

新たなる夢や希望も広がり、この上ない満足感は掛け替えのない健康づくりへと役立ち

ます。是非皆様もセブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！国内旅行感覚で人生観も変わる

ストレスフリーでアットホームな環境、１年を通して温暖な気候は皆様のご旅行日程を

選ばず、心温まるお持て成しから幸福へと誘う元気な健康長寿へと導くことでしょう。

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
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いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！透明度の高い青い海、きらめくホワイトサンドのビーチで過ごす
贅沢なひと時、世界で初めて野生のジンベエザメへの餌付けに成功させた“奇跡の漁村”と称されるオスロブもセブ
島の人気スポットになっています。是非、ご家族・ご友人との思い出に残る時間をお過ごし下さい。毎年２月から４
月、及びピークシーズンは大変混雑が予測されます。楽しいご旅行の計画の為にも、なるべく早期でのご予約をお勧
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。尚、１２月２９日から１月３日までの
間、冬期休暇とさせて頂きます。年始は１月４日（金）より通常営業致します。　　　　　　        編集担当　齊藤充彦

人生観も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３０年１１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

１２／０１～０３／３１ ￥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
１ ５：３０

＜編集後記＞
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今回旅行仲間の小林さんに声をかけ

てもらって、初めてのセブ島に行く事に

なりました。コーラルポイントリゾート

を想像し、セブ島のフルーツにワクワク

しながら旅立ちました。マクタン・セブ

空港に着くと、想像していたのと違って

新しく綺麗な空港でした。東京より湿度

が低めで、思っていたよりも過ごしやす

い気候でした。コーラルポイントリゾー

トに到着すると、可愛いメイドさん達の

異国情緒溢れる装いと温かいおもてなしに甚く感動しました。ウェルカムドリンクのマン

ゴージュースにも大感動！そしてこの旅一番の目的はスパです。私は長年エステの仕事をし

ているので、セブでのスパが一番の楽しみでした。物価が安いとは聞いていましたが、まさ

か３時間コース、フラワーバスまで付いてこのお値段！日本ではありえないですネ！私を担

当してくれた方は１８才の妊婦さんで、３人目だそうです！とても上手な方でたっぷりと癒

されたのでチップも弾んじゃいました。美しい海と美味しい食事、毎日マンゴーを食べて、メ

イドさん、通訳さん、ドライバーさんが何から何まで手配して下さって、安心して楽しむ事が

できました。とても素敵な旅行でした。ありがとうございました。

メイドさん、通訳さん、ドライバーさんが何から何まで
手配して下さって、安心して楽しむ事ができました！

３８口径の銃で３０発全て的に当てました。これ
からは「スナイパー」として生きていきます（笑）

成田を発ち４時間後にはセブ・マクタ
ン空港に。ずーっと行きたかったセブ
に着きました。通訳さん、ドライバーさ
んに迎えられ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
ジュースが最高に美味しい。２日目、白
い砂浜の島へ行きバーベキュー。地元
の貝も焼いて食べ、美味しかった。３日
目、ＡＭ５：３０出発、ボホール島へ。
チョコレートヒル、１７７６個の小丘
が続く風景。次にランチ付きロボック川
クルーズでココナッツの木の間をゆっ
くりと進み、ギター演奏に合わせての歌は素晴らしい声で、日本の曲も歌ってくれました。世
界最小の猿、１０㎝程の大きな目のターシャは、小雨降る木陰で寝ていて写真には黒い物
体としか写らなくて残念でした。４日目、女子４人がシーウォーカーを体験。キレイな色の魚
達が寄ってきて最高！水中カメラの写真が手元にないのが残念です。バディアンゴルフリ
ゾートで１泊。全身のマッサージをして貰い夢のよう！５日目、ジンベエザメを見にオスロブ
へ、舟の近くに寄って来るたびに大きな声を出して大興奮でした。６日目、セブ最後の１日。
干しマンゴー、ジュースを買い大満足！夕方からはサヨナラパーティーです。生バンド演奏で
皆踊り楽しい時間でした。滞在中、現地スタッフの皆々様には旅のサポートをして頂き、セブ
参加初めての私ですが、様々な気遣いや配慮、旅の仲間からも支えられて楽しい旅ができま
した。またセブに行きたいと思います。

二度目のセブ

今回の目的の一番はスパ！ とても上手でたっぷ
りと癒されたのでチップも弾んじゃいました♪

ロボック川のランチクルーズ。ギター演奏に合わせて
の歌は素晴らしい声、日本の曲も歌ってくれました♪

初めてのセブ旅行 初めてのセブ島

気分はスナイパー！？
友人と３人で初めてのセブ島、すごく楽
しみにしていました。マクタン・セブ国
際空港の入国手続きが混んでいた為、
１時間半くらいかかってしまい、「お迎
えの人は帰ってしまったのではない
か？」と凄く不安でしたが、通訳のダイア
ナさんとドライバーのアルネルさんが、
ちゃんと待っていてくれました。旅の５
日間、このお二人には大変お世話にな
りました。到着早々、「何をしたいです
か？」と聞いてくれたので、いろいろリク
エストしましたが、いきなり射撃場に連
れて行ってくれました。人生初の射撃、

３８口径の銃で実弾３０発を撃ちつくしました。全部の弾を的の紙に当てることができた
ので、インストラクターに「グッドスナイパー！」とおだてられ、気を良くしました。次にニュー
ハーフショーを楽しんだ後、夕食を済ませて夜遅くにコーラルポイントリゾートに到着しま
したが、メイドさん全員笑顔で迎えてくれました。メイドさん達には毎朝、美味しい朝食を
作ってもらったり、洗濯をしてもらったりで、たっぷり甘えさせていただきました。翌日から
も、セブ市内観光、美しいビーチ、エステ、タイ式マッサージとあちこち連れて行ってもらいま
した。通訳のダイアナさんにショッピングモールのバーゲンお得情報を教えて貰い、楽しい
ショッピングもできました。連日海が荒れていた為、楽しみにしていたシーウォーカーが出
来なくて残念でしたが、また次回のセブ島でのお楽しみに取っておこうと思います。

ずーっと行きたかったセブに来ましたよ～！！
早起きしてボホール島に来ました！

２年前の３月に初めて行ったセブ。飛
行機は強風の為、マニラ経由となり、到
着が現地時間の２２時過ぎと大変でし
たが、その後の４日間は天気に恵ま
れ、マリンスポーツも存分に楽しめ満
足のいくものでした。その時の味を占
めたのか、今回のチャンスに迷う事なく
手をあげました。一番はあの魚がたく
さん泳ぐ海を覗きたいというものです。
今回は、女房と娘の３人で家族だけの
こじんまりとした旅でした。飛行機は現
地時間の１８：３０頃に到着し、通訳さ
んと会う事ができました。また、宿の
コーラルポイントリゾートでは前回お
世話になったメイドさんにも再会する
ことができました。翌日から前回と同じ
ようなメニューで４日間を過ごしまし
た。もっとも、メニューの順番が違い、２日目からいきなりアイランドホッピングでナルスアン
島へ行きました。ここは長い桟橋が有名で、当日も桟橋の一角から海へと大勢の人で賑わっ
ていました。３日目はボホール島観光です。セブ港から出る高速船はほぼ満席、ここでも人
の多さに驚かされました。船下りでのバイキングは前回とコースが違い、新鮮に楽しむ事が
出来ました。また、ターシャ（メガネザル）の見学も違う場所で十分観察できました。また、蝶
の生態を観察できる施設では内容は別として、そこのガイドさんのユーモア溢れる説明に全
員頬が緩みっぱなしでした。４日目はセブ市内観光でマゼランクロスやサンペドロ要塞、サ
ントニーニョ教会は前回も見学していたので懐かしく感じました。また、今回は古着の店が
並ぶ一角から、生鮮野菜などの店が並ぶ市場へと車上からでしたが、現地庶民の生活の一
端を覗くことができ満足でした。セブにいる間によく見たジプニーと呼ばれる乗り合いバス
は、気軽に乗り降りができそうな移動手段で便利そうだなぁと感じました。今回は少し余裕
をもって旅が出来たような気がします。最後に５日間付き合ってくれた通訳さん、朝早くから
夜遅くまで車を走らせてくれた運転手さん、そして毎朝おいしい朝食を用意してくれたメイ
ドさんありがとうございました。

ボホール島にも再上陸！ 前回と
コースが違ったので新鮮でした！

連日海が荒れていた為、今回マリンスポー
ツはお預け。少しやった気分でバンザーイ！！

二度目のセブ旅行は家族３人で満喫しました。
前回訪れたセブ市内観光は懐かしく感じました♪

出発日６月２８日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　佐久間さん

出発日７月９日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　田中さん

出発日６月２４日（６泊７日）
会員歴３年８ヵ月　上原さん

出発日７月１４日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　矢板橋さん
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８月３日から一週間のセブ旅行に去年

ご一緒した佐藤さん母娘と出かけまし

た！東京は 毎日３４度～３６度の極暑

の中、真新しいマクタン・セブ国際空港

に降り立った私達は、南国なのに涼し

いねー！と避暑地に来たような心地よ

さに感動しました。到着した夜、案内さ

れたコーラルポイントリゾートのベラ

ンダから偶然観ることが出来た花火

は、本当に美しく嬉しいサプライズでし

た！今回もアロママッサージやボホール島観光、ショッピングにマリンスポーツと沢山遊び

ました。いつも感じますが、「楽しい時間はあっという間ですね！」今回、「三度目の正直？」で

金色の蛇さんを抱っこして写真も撮りました！初めての経験でとても怖かったのですが、触

れた瞬間すごいパワーとエネルギーに癒され、もの凄い充実感を覚える不思議な経験でし

た！未知の分野に思い切って踏み出すということの大切さも改めて感じ、とてもありがたい

経験となりました！今回も本当に楽しく充実した旅になり、夏の疲れも吹き飛んでしまいまし

た！いつも変わらず笑顔で迎えてくださるスタッフの皆様にも感謝です！またすぐに訪れた

いです。ありがとうございます！

到着してコーラルポイントリゾートのお部屋のベランダから偶然
観ることが出来た花火は、本当に美しく嬉しいサプライズでした！

ボホール島ではこんなに大きな金の蛇と写真
を撮って来ました。いい事沢山起きそうです！

７月に早めの夏休みを頂き、セブ島に
遊びに行ってきました！セブ島の気温
は高いものの、日本のように湿度が高
くなく、非常に過ごしやすく快適でし
た。海も近いため、日が暮れれば涼しい
風も吹き、休暇を過ごすには正にもっ
てこいの気候だったと思います。かねて
よりのプールサイドでの読書という夢
も叶い、充実した夏休みとなりました。
私はセブ島に６日間滞在しましたが、
一番の思い出はグラデーションがかっ
た綺麗な海です。マクタン島から眺め
る海も綺麗ですが、これからセブ島に行かれる方は是非、バンカーボートに乗って少し離れ
た島に行ってみてください。人の手から少し離れた島で見た貝殻やサンゴが混ざった白い
砂浜と透き通った海は、自分の人生の中で見た最も美しい海でした。食事も美味しかったで
す。中心部には日本食やイタリアンなどのレストランも多く、長期滞在しても飽きることがな
いと思います。地元でとれる魚や果物は新鮮で、日本で食べるよりもリーズナブルに美味し
い物が食べられました。何より感動したのは地元のフィリピン料理です。アジアの食事は好
き嫌いが分かれることが多いのですが、比較的、日本人の口に合う料理だと感じました。酸
味の効いた「シニガンスープ」は特に美味しかったです。「日本に帰ってからもまた食べたい
なぁ」と思い出してしまいます。来年の夏も是非セブ島に行きたい！と思いながら、また仕事
を頑張っています。良いリフレッシュになりました。

セブ島の旅

今回、「三度目の正直？」で金色の蛇さんを抱っこ
して写真も撮りました！運気上昇間違いないです！

貝殻やサンゴが混ざった白い砂浜と透き通った海
は、自分の人生の中で見た最も美しい海でした♪

初めてのセブ島 私のセブ・リゾート

二回目はのんびり癒しの旅行に☆
２回目のセブ旅行である今回は、日程
も前回より１日多いせいか１回目より
もずいぶんとのんびりできた気がしま
した。普段忙しくしていると、なかなか
何もせず過ごす時間はとれないし、自
分のために様々なケアはできないので
すが、今回の旅行では何の予定もない
１日があったり、とても贅沢に癒された
旅行となりました。もちろん癒しだけで
はなく、初めて行ったボホール島では、
夜行性なのにばっちりカメラ目線をく

れたターシャをみたり、川下りランチクルーズ、金の蛇を持ったり！蝶とのふれあいや自然が
織り成す摩訶不思議なチョコレートヒルズなど、珍しいものを沢山見ることができました。
ビーチでも水深５メートルの海中を歩くシーウォークやスリリングなバナナボートに乗った
りとアクティビティも満喫できました！天候のせいか船の揺れがひどく船酔いしてしまったの
ですが、通訳のリゼルさんが常に優しく気にかけてくれて、とても助かりました。前回も感じ
ましたが、ワールドビッグフォーで働く現地のフィリピンの方々は本当にみな優しく良い人
達なので、自分達だけで行く旅行とは違い、更に良い思い出をプラスしていただく感じでと
てもありがたいです。また機会があれば是非行きたいです☆統括の西川さんはじめ、皆様
大変お世話になりました！ありがとうございました。

これからセブ島に行かれる方は是非、バンカーボ
ートに乗って少し離れた島に行ってみてください！

初めてのセブ島への旅にワクワクしな
がらマクタン・セブ空港に到着。空港は
リニューアルされており、とても綺麗で
したが、入国手続きは長蛇の列、とても
時間がかかりました。通訳さんが待って
いる出口は狭く心配しましたが、遅く
なってしまったので人が少なく、すぐに
合流でき安心しました。空港から射撃
場に案内してもらいシューティングに挑
戦！（料金３，０００ペソ）ピストルは重
たく、思ったように的に当たりませんで
したが、３０発撃ちスカッとしました。
可愛い通訳のダイアナさんとひょうきんで楽しい運転手のアルネルさんと一緒にセブ市内
観光。時折車中から見える市場は衝撃的でした。衣類が山のように積まれていたり、長い
真っ赤なウインナーを売っていたり、水・果物・花などいろいろな物があり、とても興味深く楽
しかったです。スーパーでドリアンなど果物を買ってメイドさんにカットしてもらい食べまし
た。果物の王様ドリアンは、不精臭が強かったのですが、とても甘く濃厚でした。アルネルさ
んに案内してもらったプランテーション・ベイ・リゾートは、とても美しく南国ムードたっぷり
で素敵でした。ビーチで飲んだココナッツジュースの味が忘れられない思い出です。ニュー
ハーフショーに行ったり、オイルマッサージをしたりと沢山初体験ができ、すてきな旅でし
た。

ビーチで飲んだココナッツジュース
の味が忘れられない思い出です♪

今回の旅行は前回よりものんびり、自分の
為にケアする時間がとれて、癒されました！

ピストルは重たく、思ったように的に当たりま
せんでしたが、３０発撃ちスカッとしました！！

出発日７月１４日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　佐藤さん

出発日８月３日（６泊７日）
会員歴９年　西川さん

出発日７月１２日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　來山さん

出発日８月３日（６泊７日）
会員歴１年７ヵ月　佐藤さん
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三年振りに降り立ったセブで先ず私達
を迎えてくれたのは、「どこか異空間に
迷い込んだのか？」と思う程洗練され
たマクタン・セブ空港でした。スケール
も大きな空港になりビックリしました。
リゾートらしい自然な木材やガラスを
使い、特に波をモチーフにした天井の
木組みは素晴しかったです。屋外に出
ると、直ぐにワールドビッグフォーのＴ
シャツを着たスタッフが見つかり、挨拶
を交わしました。今回お世話になる通
訳兼ガイドのリサさんとドライバーの
ナルドさんとは、初めてお会いするの

に安堵感がありました。コーラルポイントリゾートに向かって走り出した車は、建設ラッシュ
の街中を通り抜けて、懐かしい市井の暮らし(変わらない暮らしが何故かホッとする風景で
す)を垣間見ると、目的地に到着しました。初めてセブに訪れた時は、メイドさんに慣れてい
ない私達は戸惑い、ゴージャスなお部屋にも圧倒されたものでしたが、二回目のセブでは、
それらがどれも懐かしく、愛おしく嬉しい感情でした。前回は天候の関係でセブ市内に留
まっておりましたが、今回は島にも渡り人生初のパラセーリングにも挑戦しました。ボホー
ル島では、世界最小のめがね猿「ターシャ」に会い、「チョコレートヒルズ」では自然がつくり
出す不思議な光景を堪能しました。フィリピン最古のカトリック「バクラヨン教会」の美しい
白壁に珊瑚が使われている事にもビックリ！ロボック川クルーズでは、現地の人とバンブー
ダンスを一緒に踊りました。最後まで不安なくのんびりと南国を満喫させて下さいました現
地のスタッフの皆様、本当に有難うございました。Ｉ♡ＣＥＢＵ

ボホール島では、世界最小のめがね猿「ターシャ」に会い、「チョコ
レートヒルズ」では自然がつくり出す不思議な光景を堪能しました♪

前回、怪我の為に車椅子で過ごしたセブでしたが、今回の
旅行では自分の足でしっかり歩いて楽しむ事ができました！

基本は出不精のインドア派なんです
が、旅行は好きで、「いつかセブに行っ
てみたいなぁ」、「でも仕事を辞めたら
あまり行けなくなるかなぁ・・・」と思って
いた時にワールドビッグフォーの話を
聞きこれは“渡りに船？”、“一石二鳥”と、
若干の不安を抱きつつも、１月に入会
して、３月には航空チケットの予約を済
ませ、「何をしようか？何をたべようか？
どこへ行こうか？」とリサーチしながら
セブ旅行を心待ちにしていました。とこ
ろが・・・・現地でお迎えの車に乗った途
端、通訳さんが「明日はトライアスロン
の大会で、夕方まで車が動けません！」
と・・・。「え！？それは今日じゃなかった
の？」と聞くと、今日はジュニアとレ
ディースで、明日が本大会で早朝から大規模な交通規制の為、夕方まで身動きがとれないの
だとか・・・。（後から調べたところによると、その日が帰国日に当たってしまうと、午後の便で
も朝４時前には空港に着いていないといけないとのこと。）それならばと、翌日は遅めに起
きて、フレッシュなジュースやフルーツ付きの朝食を頂いた後、施設の前を通るトライアスロ
ンの選手達を応援したり、海を見ながらプールでのんびり過ごしたりしました。予定していた
シーウォークが高波の為、中止になったりしましたが、新しくできたスパで３時間、スクラブ
とオイルマッサージで磨き上げ？てもらったり、行きたかったレストランに行ったり、サンセッ
トは見れませんでしたが、最終日は海上レストランで美味しいディナーをプレゼントしてい
ただきました。当初の予定を全てこなす事は出来ませんでしたが、次は私が仕事を辞める予
定の２年後に来ようと決め、スタッフさん達の「また来てねー！」に、「２年後に来まーす！」と
お別れして空港に着いたのですが・・・。日本に近づいている台風の影響で欠航？！！お別れし
た数十分後に「ただいまー！」と戻り、またのんびりと過ごして翌日、無事に帰る事が出来まし
た。レアな体験続きの初セブでしたが、次に来る日を今から楽しみにしています。ありがとう
ございました。

リベンジの旅

三年振りのセブ島を満喫！ 毎朝美
味しい朝食も作って下さいました♪

コーラルポイントリゾートの前を通るトライ
アスロンの選手達の応援もしました♪

次は２年後 Ｉ♡ＣＥＢＵ

Happy Cebu
今回は成田空港、午前中発の便で２度

目のセブ島でした。前回のセブ島は出

発３日前に足を骨折するというアクシ

デントにもめげず、車椅子でも楽しく過

ごせた５泊の旅でした。その経験を思

い出しながら、今回の旅行では自分の

足でしっかり歩いて楽しむ事ができた

セブ島です。初日の夜は初めての体験

でもあるニューハーフショーを観まし

た。長身で綺麗なニューハーフの方々

に驚きましたが、やはり男性ダンサーのカッコ良さに目が釘付けでした。念願のアイランド

ホッピングでは風や海の色、波の音すべてが心地良く癒され、ランチのバーベキューでさら

にお腹も大満足！シーフード、お肉、フルーツも美味しかった！！観光はボホール島へ渡りチョ

コレートヒルの階段を頑張って登りました。沢山の三角の山々はまるでＭ社のきのこのチョ

コレートが並んでいる様に見えました。他では蛇を撫でながら記念写真、これも初体験。手

の平に乗っかりそうなぐらい小さいターシャは可愛くお昼寝していたり、他にも色 と々ありま

したが、全てが楽しくて美味しくて満足の４泊５日のセブ滞在となりました。また３度目の

セブ島に行きたいと思っています。

レアな体験続きの初セブでしたが、お陰で
一日多くのんびりすることが出来ました！

今回は３年ぶり、２度目のセブ島。前回
は台風の影響で晴天でも波が高く、海
には出られませんでした。そのリベンジ
の旅です。午前中に成田を発ち、２時半
頃にマクタン・セブ空港に到着。話には
聞いていましたが、立派な国際空港に
生まれ変わっていて驚きました。浦島
太郎状態でした。今回は１９才から８
７才の女子７名と統括の冨田さんの８
名の旅。とにかく毎日たっぷり遊びまし
た。アメージングショーを観たり、アイラ
ンドホッピングでのバーベキューと浜遊び、パラセーリング、ボホール島でのランチクルー
ズ、不思議な山々のチョコレートヒルズ、可愛いお猿さんのターシャを見たり、プルメリアと
ブーゲンビリアに囲まれた贅沢なスパを体験したり、あっという間の４泊５日でした。人生
初のパラセーリングは期待と不安でハラハラドキドキでしたが、空高く上がったパラセーリ
ングは最高でした。この楽しい旅をサポートしてくださったドライバーさんは車の乗り降りの
時に頭をぶつけないように手でガードして下さり、その心遣いに感動しました。又、通訳のリ
サさんは８７才の母の手をいつもしっかり繋いでお世話して下さり、私は安心して旅を楽し
む事が出来ました。お世話になったドライバーさん、リサさん、メイドさん達、そして引率して
くれた冨田さん、ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

プルメリアとブーゲンビリアに囲まれ
た贅沢なスパで身も心もリフレッシュ！！

念願のアイランドホッピングでは風や海の
色、波の音すべてが心地良く癒されました！

通訳のリサさんは８７才の母の手をいつもしっかり繋いで
お世話して下さり、私は安心して旅を楽しむ事が出来ました！

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴４年　森田さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴４年　原田さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１１ヵ月　斎藤さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　広嶋さん
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初めてのセブ島上陸でしたが、南国特
有の街並み、猥雑さが、今まで行ったタ
イやバリに似ていて、懐かしい場所に
帰って来た様な感じでした。着いた日
は、日本での疲れを取る為に先ずは
マッサージへ！上手なタイ式マッサー
ジは余りの安さに驚きと嬉しさで一杯
でした。何と、1時間400円です！その後
も別な高級店に行き、オイルマッサー
ジ3時間コース、これも何と4000円！滞
在中４回マッサージをして貰いまし
た。コーラルポイントリゾートの部屋に
も来てくれるので楽でした。毎晩の食

事は通訳のノバさんがお勧めのお店に連れて行ってくれました。フィリピン料理、中華料理
（香港で出てくるエビの蒸し物や、カニの一匹料理等）、スペイン料理、ホテルのビュッフェ
等、どこも美味しくて日本よりもお得でした。行方会長がDVDの中でおっしゃる「フィリピンの
物価が安い」というのを実感しました。コーラルポイントリゾートの施設は古いですが、全て
の部屋がゆったりしていて、くつろげる所でした。A棟の６階に泊まりましたが、リビングから
繋がるL字型のベランダは、目の前の海からの風が心地良く、ここで飲むサンミゲールは最
高でした。やってみたかったシーウォーカー、パラセーリングも出来て大満足。セブカント
リーでのゴルフも２回、一人に一人のキャディーとカートが付く大名ゴルフでした。私達３
人家族の為に、レイチェルさん、ロウェナさん、アイリーンさんが付いてくれて、快適に過ご
せました。こんな素晴らしい別荘に来れて、ワールドビッグフォーに感謝です。来年もまたの
んびりしに来たいと思っています。

こんな素晴らしい別荘に来れて、ワールドビッグフォーに
感謝です。来年もまたのんびりしに来たいと思っています！

アクティビティーが大好きな私にとって、「ＰＡＰ
ＡＫＩＴＳ」のジップラインは爽快で最高でした！

２度目のセブ。早朝、成田国際空港から
のフライトで、昼過ぎにはマクタン・セ
ブ空港に到着。前回とは打って変わっ
てスムーズな人の流れ、美しい空港内。
これから５日間の旅の爽やかなスター
トを切ることができました。出迎えてく
れたスタッフは通訳のダイアナさんと
前回お世話になったドライバーのフラ
ンシスさん。再会の喜びに舞い上がっ
たまま、一路コーラルポイントリゾート
へ。見覚えのあるメイドさんが迎えてく
れました。旅の始まりは「安心」から…。
再会の喜びと共に、午後からは市場とラプラプ公園に行きました。その公園はスペインと
フィリピンが戦った場所と言うことですが、今では手作りの土産物店が並び、ついつい初日
からお土産探しモードに入ってしまいました。２日目はボホール島に渡り、まっ茶色のチョコ
レートヒルズを見て、自然のすごさに感動しました。（まっ茶チョコレートもなかなか良いも
のです）寝たふりをした子、ちら見する子、ぐっすり眠っている子…。ターシャはとても可愛
かったです。３日目は美しいフルムーンをＡ棟５階のバルコニーから見る事ができました。
恥ずかしそうに雲の間から少しずつ顔を出してくる満月。ついに雲を破って（？）昇り、海に月
の光の道路を作り、パワーを届けてくれました。夢の世界でした。そして明日への力と希望を
もいただけました。４日目は市内見学、セブの文化、市民の生活を少し見る事ができました。
夢、希望、感動の旅でした。ありがとうございました。

セブ島の旅　楽しかった～

フィリピン料理も堪能し、セブカントリーでゴルフを２回堪能！上手
なタイ式マッサージでは余りの安さに驚きと嬉しさで一杯でした！

ボホール島のターシャ（めがね猿）はとても可愛
かった♪美しいフルムーンを見る事ができました！

夢、希望、感動の旅 癒しのセブ旅行

母と娘のセブ旅行
初めて母と２人での海外旅行。優しくて

フレンドリーな通訳さんとドライバーさ

んに案内してもらい、とても有意義な旅

行となりました。初日から「ニューハーフ

ショー」を観て、なかなかディープな夜

から始まり、翌日も貸し切りプールに

入ったり、ショッピングをしたりと充実し

ていました。また、母とセブに行ったら

必ずやりたいと思っていた乗馬は、通

訳さんが協力してくれて無事にできま

した。馬に乗って山を登り、山頂から見

た景色は最高でした（次の日は筋肉痛でしたが・・・笑）。マッサージも毎日通って日頃の凝り

がほぐれて癒えた気がします。他にもアクティビティーが大好きな私にとって、「ＰＡＰＡＫ

ＩＴＳ」のジップラインは爽快で最高でした。今回は海に入れなかったから、次は「スクーバ

ダイビングとかをしたいなぁ～」。さらに、食べる事が大好きな私、フィリピン料理はどこの料

理も美味しくて、毎日フィリピン料理を堪能してました。朝食に出てくるマンゴーやバナナス

ムージーなども美味しくて、毎日メイドさんに“美味しい！美味しい♪”と伝えていました。常

夏の島が大好きな私にとって素敵な思い出となりました。通訳さんをはじめ、ドライバーさ

んやメイドさん、ありがとう。一緒に行く事ができた母にも感謝です。ありがとう。

２度目のセブ！ スタッフさんとの再会の喜びと共に感じた
安心感。明日への力と希望をいただけた感動の旅でした！

２年ぶり２度目のセブを夫婦で楽しん
で来ました。台風が発生している中、心
配する気持ちもありましたが、４泊５
日、雨に降られる事もなく十分楽しみま
した。セブ到着の日は日暮れまで海で
貝採り、ウニを食べて感動！貝のスープ
もとても美味しくいただきました。コー
ラルポイントリゾートのテラスからは輝
く満月、釣られてやって来たのか日本で
は見ることのできないサイカブトムシ
のお出迎え。メイドさんや通訳さん、皆
で感動！！楽しい旅の始まりとなりました。今回はジンベエザメにも会いに行きました。初め
て身近で見るジンベエザメはゆったりと泳ぎ、大きな口を広げ小魚の餌を飲み込んでいき
ます。初めは怖いから船の上から見るだけで充分満足できると参加したのに、“一緒に泳ぎ
たかった！”と後悔してしまうほどジンベエザメの魅力に惹かれてしまいました。早朝４時出
発、運転手さん、ガイドさん、メイドさんも時間に合わせ早起きして朝食のサンドイッチも用
意して下さって本当にありがとうございました。ショッピングにスパも楽しみました。帰る時
「また来月来てください」と見送られ、嬉しさと同時にスタッフの皆さんとの別れを惜しみま
した。「今度はカモテス島に行こう！」と次回に思いを馳せての帰国となりました。お世話に
なったスタッフの皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

２年ぶり２度目のセブを夫婦で楽しんで来ました！ジンベ
エザメウォッチングやショッピングにスパも満喫しました♪

母と初めての海外旅行。初日の夜から「ニューハ
ーフショー」を観てディープなスタートとなりました♪

帰る時はスタッフの皆さんとの別れを惜しみました。「今度はカ
モテス島に行こう！」と次回に思いを馳せての帰国となりました！

出発日９月２４日（４泊５日）
会員歴８年９ヵ月　高梨さん

出発日８月２３日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　金井さん

出発日９月２３日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　中川さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴５年　金井さん

パパキッツ
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８月１８日から８月２２日まで４泊し
ました。空港に着くと直ぐに通訳さんと
ドライバーさんが迎えに来てくれてい
ました。通訳さんオススメのスペイン
料理を食べ、おいしいビールを飲み、
みんなで乾杯！！着いてすぐに楽しくて
テンションＭＡＸ！！コーラルポイントリ
ゾートに着き、楽しみにしていたオイル
マッサージを受けましたが、とても上手
で気分は最高！！次の日はずーっとやっ
てみたかったシーウォーカーへ行きま
した。初めての体験でドキドキで不安

もありましたが、海の中を歩き、自然のままの魚と触れ合えた事にとても感動しました。とっ
ても良い思い出になりました。２日目はチョコレートヒルズに行きました。頑張って登った
甲斐があり、頂上から見た山はとても綺麗な景色でした。めがねざるもあんなに近くで見れ
て、とてもかわいかったです！３日目は船に乗って島へ行き海水浴をしました。お昼になると
メイドさん達がとっても美味しい料理を用意してくれました。最終日に通訳さん、ドライバー
さん、メイドさん達がさよならパーティーをしてくれました。とても上手なダンスを披露して
くれて、最後は皆で楽しくノリノリで踊りました。皆陽気で明るく、優しく、帰るのが寂しくなっ
てしまいました。４泊５日の滞在でしたが、通訳さんとドライバーさんによくしてもらい、最
高の旅行となりました。また絶対セブに行こうねー！と皆で話しました。セブの人達が大好き
です。ありがとうございました。

頑張って登ったかいがあり、頂上からみたチョ
コレートヒルズはとても綺麗な景色でした！

初めての海外旅行を満喫！セブは物価が日本に比
べとても安く、ショッピングも楽しむ事が出来ました！

人生初の海外旅行がセブ島でした。少

し不安な気持ちで成田空港へ。でも友

人６人一緒という事で、その不安もなく

なりかけてきた時にマクタン・セブ空港

に到着。通訳さんが出迎えに来てくれ

ていたので「ホッ」としました。車に乗っ

てから見た町の景色は、子供の多い

事、年寄りの少ない事にビックリ。「この

国は１０年後、すごく変わっているの

では？？」と感じました。これから６泊７

日の旅。最初はマリンスポーツのパラセーリング、シーウォーカーと体験し、全てが初めてで

とても楽しかったです。ゴルフ場、ジンベエ鮫ウォッチング、ボホール島へも行き、ロボック川

クルージングで生演奏を聞きながらのランチは最高の気分でした。夜にはオイルマッサー

ジ。これも初めての経験でとても気持ち良く、はまってしまいました。最後の日はパンダノン

島に行きバーベキュー。きれいな海を見ながらの食事はこれまた最高！仕事を忘れて、南国

を見て美味しい物を食べて遊んで、本当に最高。今度、「またいつ行けるかな？」それ迄、仕事

頑張ります。スタッフの皆さんお世話になりました。ありがとうございました。

皆さんに感謝、５年ぶりのセブ

船に乗って無人島へ！ 海水浴をしている間に
バーベキューを用意してもらい、みんなで乾杯！！

バディアンゴルフリゾートへも足を
運びました。ここの夕日は最高です！

初めての海外旅行 陽気なセブ島の人達

初の海外旅行！
父に誘われ、今回の旅行に参加しまし

た。初めての海外旅行と言うこともあ

り、全てが初体験でした。２日目の夜に

ニューハーフショーへ行きました。有名

なアニメや物語を舞台の上で演技して

いました。ときには観客を巻き込みな

がらの会場の一体感がありました。３日

目にマリンスポーツを楽しみました。沖

縄出身、在住の私ですがシュノーケリン

グ以外行ったことはなく、今回の旅でバナナボートとパラセーリング体験をしました。パラ

セーリングでは、心の準備もないまま船に乗ってすぐさま安全ベルトを装着。５分後には空

を飛んでいました（笑）。バナナボートは波の荒れで身体が弾み、最終的に海に落とされまし

たが、とても楽しかったです。セブは物価が日本に比べとても安く、ショッピングも楽しむ事

が出来ました。フィリピンは島が多く、今回観光出来たのはほんの一部だと思いますが、と

ても楽しめました。宿泊先のメイドさんはじめ、みなさん気さくでとても親しみが持てまし

た。４泊５日、お世話になりました。ありがとうございました。

パンダノン島に行きバーベキュー♪きれ
いな海を見ながらの食事はこれまた最高！

今回、５年ぶりのセブです。マクタン・セ

ブ国際空港を降り立つと、ドライバーの

フランシスさんと通訳のミッシェルさん

が笑顔で出迎えて下さいました。ワー

ルドビッグフォーのＴシャツを着てい

ましたので直ぐにわかりました。セブの

海では初めてのシュノーケリングを体

験して、最初は躊躇しておりましたが、

一緒に行かれた仲間が、優しく手を差

し伸べて下さり上手に潜る事ができま

した。こんなに素晴らしい体験ができるんだと感動でした。御一緒させて頂きました仲間が、

皆さん良い方で、出会いにも感謝です。サント・ニーニョ教会も初めて行きましたが、おごそ

かで清楚な感じが印象的でした。皆さんが健康で幸せな日々を過ごせる事を祈りました。最

後の夜に行われたパーティーではメイドさん達によるパフォーマンスに感動致し、楽しい時

間を過ごす事が出来ました。帰りはマクタン・セブ空港を８：００発のフライトでしたので、

朝早くから大変お世話になり有難うございました。空港までのお見送り、通訳のミッシェルさ

んに記念写真を撮ってもらい、良い思い出になりました。

帰りのお見送りで通訳のミッシェルさんに記念
写真を撮ってもらい、良い思い出になりました！

沖縄出身、在住の私ですが、今回の旅で初め
てバナナボートとパラセーリング体験をしました！！

初めてのシュノーケリング体験！最初は躊躇しま
したが、すばらしい体験が出来、感動しました♪

出発日６月２２日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　木村さん

出発日８月１８日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　泰永さん

出発日６月１８日（６泊７日）
会員歴４年１０ヵ月　鈴木さん

出発日８月１５日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　徳さん


