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ごあいさつ
幸福に満たされる大自然の恩恵をワールドビッグフォーリゾートで！

１年を通して温暖で優しい気候のセブ島は平均気温が２８℃ほど、湿度が低く

快適な環境は何度でも体験したくなる南国のオアシス。日本では味わうことのできない

多彩に広がるマリンスポーツや観光などの人気アクティビティーは、ご家族やご友人との笑顔が

溢れる思い出づくりには勿論、体調管理を目的とした若返り体験にも最適で多くの海外旅行者も

絶賛するセブ島は元気スポットです。是非皆様も心身共にリラックスできるストレスフリーな

ひとときをワールドビッグフォーリゾートで！日本から僅か４時間、時差１時間という国内

旅行感覚の気軽さで人生観も変わる最高のご滞在を思う存分にお楽しみ下さい。

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。

ごあいさつ
夢と希望も膨らむ南国の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ！

アセアン１０ヵ国に加盟するフィリピンは、VIP（ベトナム・インドネシア・

フィリピン）と呼ばれており、今後のアジア経済を担う国として世界から期待されている

１億人超国。今年の５月にはドゥテルテ大統領が来日、人口ボーナス期に突入した同国では平均

年齢２４歳という生産人口が豊富な人材資源、また英語圏でも通用する世界でもトップクラスの

英語力は、国民の１０％がＧＤＰの２０％を稼ぐ海外派遣大国としても明るい未来のフィリピン

なのです。今の日本に足りない賃金の安い労働者や購買意欲の高い消費者が溢れる親日国は

協力と共に信頼を結び、更なる日比友好関係を強固なものへとなっていく事と思います。

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。

大自然と戯れ・遊び・新しい笑顔に出会える「ワールドビッグフォーリゾート」

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

いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！旅の醍醐味は日常とは少し違った新しい発見をすること。
常夏のリゾート・セブ島は、老若男女、子供から大人まで楽しめるアクティビティーが盛りだくさん！まる一日海
のスポーツを楽しんだり、街角に色鮮やかに積みあがった南国フルーツをその場で食べてみたり、そんな体験
を通訳兼ガイドとドライバーのサポートで心置きなく味わえるのがワールドビッグフォーのセブ島旅行です！
ご家族・ご友人との大切な思い出づくりに、楽しさ満載のよりオリジナリティー溢れるご旅行をお楽しみ下さい。
尚、ご予約は４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期での手続きをお勧め致します。搭乗予約・
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

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。
（注２）名古屋発ーセブ間のスケジュールは、時期により運航日が変動致しますので、ご注意ください。
①上記料金は令和元年１０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

１１／０１～０３／３１ ￥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 

日・月・水・木・土 （注２）

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０

＜編集後記＞
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　初めてのセブ島旅行は、ワールド
ビッグフォーさんにプレゼントされて
実現しました。日本は新緑の季節に成
田から前泊して、早朝出発便でセブ空
港に午後２時到着。通訳さんと運転手
の方が迎えてくれました。「治安、言葉、
移動」などの不安は全く無く、通訳兼ガ
イドさんとドライバーさんがすべての
行動に対応してくれ旅を楽しむことが
出来ました。コーラルポイントリゾート
のＡ棟４階の宿泊先に着いて、バルコ
ニーから見える広い海を眺めつつ、夕

陽の美しさと翌朝５時１８分頃のサンライズは地平線にそって毎日見ることができ、一日
だけ雲に隠れて雨季に入る前でした。セブへ向かう機内では早朝に食べ過ぎたせいか、気
分が悪くなりかけて心配でしたが、２日目には普通に戻りましたので、パラセーリングもで
き安心でした。翌朝からは早朝に庭園の中を散歩して、ブーゲンビリアやカラツチ（白い花）
はとてもステキで満開。満喫して写真を撮っていましたら、日本人の方が住居から出ていら
して私たちのところへ…。１０年前から毎日、“日の出”の撮影をして楽しんでいるとのこと。
ＩＴ関係の仕事を４０年間されて、ちゃんとお子様を後継ぎにして６人の子供を育てフィ
リピン人の奥様とともに円満な家庭生活を送っている方でした。一期一会でした。４泊の主
な見学場所はサントニーニョ教会、サンペドロ要塞、コロン通り、シューマートショッピング
センター、道教寺院、ラプラプ・マジェラン記念碑、カルボンマーケット、空中散歩の体験、エ
ステ２回。ライフラインの工事も進めば、これから益々発展の見込めるセブです。

初めてのフィリピン旅行でした！ パラセーリングに始まり、
うっとりエステまで盛沢山で楽しむことができました！

夕食は殆どスーパーに行き食材を仕入れ、
メイドさんに作って頂きました♡おいしかった！！

　平成にセブ旅行の参加申し込みをし
まして、新元号「令和元年」に人生の節
目の記念と思い出旅行にと、夫婦で参
加させていただきました。結婚５０周
年で初めての海外旅行。友だちに色々
とセブ島の話しは良く聞いておりまし
た。一度はセブ島へと５月１８日、マク
タン・セブ国際空港に到着。日本とは
まったく違う風景。マンゴー、パパイヤ、
パンノキ、その他の木々が道路沿いに
並んでいてすごい！と思いました。フィリ
ピンのアイスクリーム、マンゴー、ウベ、
マカプノ（ブコ＝ココナッツ）。珍しい味
も大変美味しく、日本の友だちにも南国のフルーツを使ったトロピカルドリンクを勧めたい。
道教寺院、ビバリーヒルズにある寺院では、９９段の階段に登って眺める風景がとても素晴
らしい‼目に焼き付きました。次の日に向かったサントニーニョ教会、！削って飲むと万病に
効くと言い伝えられた十字架と八角堂の天井にはマジェランクロス。当時の洗礼儀式を物語
る絵画が一画に描かれていました。夜にはニューハーフさんによるアメージングショー。次
から次へと楽しませてくれました。彼女たち、いや…彼らのダンスショーに引き込まれ楽し
かったです。ボホール島では小雨の中、世界最小のめがね猿（ターシャ）の可愛い姿を見学
しました。蝶々園のガイドさんの説明と写真撮影が上手なので（笑）私たちもエンジョイしま
した。最後の夜はサヨナラパーティーを開いていただき感激。８日間はあっという間に過ぎ
て行きました。ドライバーさん、通訳さん、メイドさんに支えていただき、感謝の気持ちで
いっぱいです。ありがとうございました。最高の思い出を貰った旅でした。

楽しみにしていたセブ島

「治安、言葉、移動」などの不安は全く無く、すべて
の行動に対応してくれ、旅を楽しむことが出来ました！

アメージングショーでは、彼女たち、いや…彼ら
のダンスショーに引き込まれ楽しかったです！

初めてのセブ島 初めてのフィリピン旅行

至福の一週間 ～セブ～
　日本では味わうことの出来ない優雅

な時間を体験するため、初めてのセブ

旅行へ行って来ました。セブ旅行を決

めてから半年、待ちに待ったマクタン・

セブ空港に着きました。少し暑かったが

風が気持ち良く、「南国に来たな！」と感

じられました。無事、通訳さんと会え、機

内で昼食が済んでいたので、宿泊先の

コーラルポイントリゾートへ直行しまし

た。部屋の広さにびっくりした後、メイドさんが用意してくれたマンゴージュースをいただき

ました。大変おいしかったです。朝日を眺めたり、朝食が出来る迄の優雅な時間を海と庭の

花々を眺めながら散歩に出掛けました。午後はプールサイドに行き、大きな敷地なのに殆

ど人に会いませんでしたが、ガードマンさんとは仲良くなりました。夕食は殆どスーパーに

行き食材を仕入れ、メイドさんに作って頂きました。ラプラプという魚と海老が大変おいし

かったです。果物も沢山食べました。至福の一週間でした。ありがとうございました。また機

会を見つけてチャレンジしてみたいですね。

初めてのセブ島！人生の節目の記念と思い出
旅行にと、夫婦で参加させていただきました♪

　９時３５分、成田空港発で飛び立
ち、無事マクタン・セブ空港に到着。仕
事が続き寝不足のまま搭乗しました。
飛行中気分が悪くなりませんようにと、
ひたすら心で祈りながらの旅立ちでし
たので、フィリピンに着地した時はホッ
としました。運転手のフランシスさんと
通訳兼ガイドのダイアナさんが、にこや
かに出迎えてくれていたので一安心。
その後、このお二人には何やかやとお
世話になり、心細い二人旅でしたので
本当に助かり心より感謝です。コミュニ
ケーションを取れるのが唯一ダイアナ
さんでしたので、色 と々質問したり何処に行っても咲き誇っている綺麗な白い花の名前（カ
ラツチ）を教えてもらったりと、ダイアナさんよりも倍以上もお姉さんなのに、まるで童女のよ
うに質問ばかりしていたなぁと、帰国途中に思い出して可笑しくなり思わず苦笑。ガラスに額
をくっつけ、手を振り続けて見送ってくれていたのが印象的で別れ難くなり「またいつか来る
からね～」と、心でダイアナさんに向かって叫んでいました。コーラルポイントリゾートの空と
海は、広く大きく見え、大感激で迎えてくれた夕焼けがドラマチックに輝き、変化するさまが
素晴しくて、カメラのシャッターを押しまくりました。翌朝の朝焼けと日の出も素晴しくて、一
人でテラスに出て写真を撮り、朝食後はコーラルポイントリゾートの敷地内を散策して、花
に囲まれたリゾート施設にうっとりしながら海を見ていると、若いメイドさん二人が探しなが
ら迎えに来てくれたのはビックリ！時の流れをすっかり忘れて、不思議なくらい景色や清 し々
い空気に魅せられました。

時の流れをすっかり忘れて、不思議なくら
い景色や清 し々い空気に魅せられました！

大きな敷地なのに殆ど人に会いませんでし
たが、ガードマンさんとは仲良くなりました♪

フランシスさん、ダイアナさん！何やかやとお世話になり、
心細い二人旅でしたが、本当に助かり心より感謝です！

出発日５月３０日（４泊５日）
会員歴９年８ヵ月　八木さん

出発日５月３０日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　吉武さん

出発日５月１８日（７泊８日）
会員歴２年１０ヵ月　羽鳥さん

出発日７月５日(５泊６日）
会員歴１年７ヵ月　曽根さん
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　初めての海外旅行で成田を飛び立
ち希望と不安のなか、４時間余りでセ
ブ・マクタン国際空港に着き、スタッフ
の出迎えを受け、セブに着いた事に安
心しました。またコーラルポイントリゾ
ートに着き、遅い時間にも関わらずス
タッフに出迎えをしていただきビックリ
致しました。翌日はトリックアートやマ
ンゴー工場へ行き、夜はアメージング
ショーへ。初めての体験で、ステージ上
のニューハーフさんが皆美しいのには
ビックリしました。毎日が楽しく、ボホー

ル島に船で渡り、昼食はロボック川クルーズでのバイキングや原住民との対面をし、笑顔で
迎えてくれ、また帰りには見えなくなるまで太鼓や手を振っていたのが印象的でした。手の
平に乗るような小さなメガネザル（ターシャ）を見て、これまたビックリです。セブに行く前か
らパラセーリングには絶対挑戦すると決めて行きました。乗る時は少し勇気を出し、上空に
舞い上がった時の素晴らしさ、セブに来て良かったと思いました。海の青さや爽快感、言葉
では言い表すことの出来ない感情です。そして楽しい日々を過ごし、スタッフの皆様や良い
仲間に巡り合うことができ、良い思い出になりました。ドライバーのベルナルドさんやフラ
ンシスさん、いろいろと案内や通訳をしていただいたダイアナさん、ミッシェルさん、またス
タッフ皆様の温かい心遣いやおもてなしを受けありがとうございました。また皆様に会える
事を楽しみにしています。本当に有り難う御座いました。

初めての海外でスタッフの皆様や良い仲間に
巡り合うことができ、良い思い出になりました

ちょうちょとコラボ！！ 羽根をつけて、
飛んでいるような写真が撮れました♪

　６回目のセブ。コーラルポイントリゾ
ートのコンドミニアム３階のお部屋に
２泊とスペシャルビラに５泊。我が家
はビラ前のプールでのんびり過ごすの
が大好き。長閑な鳥の鳴き声、“ちゃぷ
ん、ちゃぷん”と聞こえる波の音、時折聞
こえるボーっという船の汽笛、風に揺れ
るザワザワという木々音色、風に乗って
来る花の香り、キラキラと太陽に光る
海、絵葉書のような紺碧の海とマリンブ
ルーのプールのコントラスト、芝生にご
ろんと横たわり空を眺めると木々の隙
間からの木漏れ日がキラキラ…。五感でセブの自然を感じながら、お昼寝したり読書をした
りプールで泳いだり…。美しい景色を見ながら芝生に横たわっているだけで幸せな気分に
なる。子供たちはもっぱらプール。兄弟２人できゃっきゃと楽しんでいる！船で1時間ほどの無
人島は、午前中は外国人の団体客で騒がしかったが、２時前後には団体客が一斉に帰り無
人島貸切状態になった！美しい砂州と透明な海を独り占め、なんとも贅沢なひと時。メイドさ
んが作ってくれた炭焼きバーベキューも美味。フィリピン料理もセブの魅力の一つ。特にフェ
スタベイのシニガンスープとアドボカンコン、シシグは病みつきの味わいで何度もリピート。
毎朝の朝食に欠かせないマンゴーやパイナップルなどのフレッシュな果物、バナナやスイカ
ジュースなどの日替わりフルーツジュースも南国ならではのトロピカルな美味しさ。また来
年も帰りたいセブ。

待ちかねたセブ島

ボーホール島に船で渡り、ロボック川クルーズやメガネザル
を見学♪チョコレートヒルズはとても不思議な光景でした！

子供たちはもっぱらプール。兄弟
２人できゃっきゃと楽しんでいる！

セブの自然と美食を満喫 初めてのセブ旅行

初めてのセブ島、初めての体験
　初めてのセブ島に友人と行けるなん

て思ってもいませんでした。空港に着

き、迎えに来ていただいた車でコーラ

ルポイントリゾートへ向かいました。途

中の道は人や車、バイクが多く、その中

をすりぬけて宿泊先のコーラルポイン

トリゾートに着きました。待っていてく

れた友人やスタッフの皆さんの出迎え

を受け部屋へと案内していただきまし

た。次の日からは、ショッピングやマッサージ、アメージングショー、またボホール島でのクル

ージングや、見学しためがねざるがとても可愛かったです。ボホール島内にあるバタフライ

サンクチュアリーでは、ちょうちょとコラボ！！羽根をつけて私がジャンプし、飛んでいるような

写真が撮れました。そしていよいよ私の初挑戦のマリンスポーツ、「パラセーリングにバナナ

ボート、そしてシーウォーカー」。最後の一つは私には無理でした。残念・・・。楽しかった３日

間はあっという間に過ぎ、明日帰国。食事はおいしく、くだものもたくさん食べ満足。コーラ

ルポイントリゾートの皆様には大変お世話になりました。

毎朝マンゴーやパイナップルなどのフレッシュな果物を満喫！
我が家はビラ前のプールでのんびり過ごすのが大好き♪

　待ちかねたセブ島。太刀川統括を含

め、総勢１２名で旅のスタートです。マ

クタン・セブ国際空港に着いた途端、

「暑いなぁ～」と、周りを見渡すと空港が

新しく大変きれいになりフィリピンの経

済発展の一部をうかがい知りました。

皆々様の顔の表情がニコニコ顔に変

わっておりました。翌日はゴルフ場を予

約していただき、３人で出発です。スコ

アは、「旅の恥はかき捨て」と言うこと

で、スコアも捨てて参りました（笑）。南

の国での楽しいプレーをさせていただき、その後はマッサージに向かい、“いた～い、いた～

い”の連続で、次の日には元気満 ！々体力は回復しておりました。帰国前日にはコーラルポイ

ントリゾートから船でパンダノン島に向かい、バーベキュー、ビール付きの海水浴に出発で

す。日本では見られない海の青さ、空の青さ、太陽の輝きを感じ、人の少ない島でポツンと身

体を浮かべ、何も考えない、何も思わない、一番の幸福を味わって来ました。この機会をプレ

ゼントしてくれましたワールドビッグフォーに感謝だなぁ～と思いつつ、４泊５日の旅の報

告とさせていただきます。ご一緒していただきました太刀川統括、新潟の皆々様、運転手さ

ん、メイドさん大変お世話になりました。

日本では見られない海の青さ、空の
青さ、太陽の輝きを感じて来ました！

初めてのセブ島で友人と過ごせ
るなんて思ってもいませんでした！

コーラルポイントリゾートから船でパンダノン島に向か
い、バーベキュー、ビール付きの海水浴に出発です！

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴９年１ヵ月　林さん

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　飯塚さん

出発日７月３０日（７泊８日）
会員歴５年１０ヵ月　平井さん

出発日６月１７日（３泊４日）
会員歴２年２ヵ月　若山さん
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　毎日の家事から解放され、まったり、

のんびりできた５日間は、本当に楽園

の様でした。ワールドビッグフォーの皆

様、素晴らし旅行をありがとうございま

した。最初は不安だらけの心情で出発

した旅行でしたが、現地スタッフの方々

から温かい歓迎を受けました。毎日、希

望通りの観光地と、美味しい店へ案内

して貰い、南国の島を目一杯！！満喫す

る事が出来ました。オイルマッサージ

は驚く程丁寧で、翌日は身体が軽くなった感覚でした。「アメージングショー」は美形男性の

歌と踊りにうっとりしてしまいました。そしてコーラルポイントリゾートのプールでは久しぶ

りに泳いで、存分に楽しめました。けれど一つだけ気を付けたいのが日焼けです。私は日焼

け止めクリームを背中に塗り忘れてしまい、現在、背中全体に赤いブツブツが現われ、非常

に痒い状態です。くれぐれも強い日差しには注意が必要です。それにしても、今回の旅行は

優雅な時間にどっぷり浸かれた贅沢な日々でした。ワールドビッグフォーにお礼の言葉しか

ありません。これからも、この出会いを大切にしてゆきたいと思っています。

プールでは久しぶりに泳いで、存分に
楽しめました。しかし！！ 日焼けには注意！！

不便を感じさせない海外旅行は他には無いの
ではと思います！ 実に気持ちの良い旅行でした♡

　今年の１月に、「ワールドビッグフォ
ーの話しを聞きに行きませんか？」と友
人に誘われ、会員になりました。そこ
で、「６月にセブ島に行きましょう！」と
誘っていただき、「即私は行きたい！」と
友人に言いました。そして２人で一緒
に初めてのセブ旅行へ。最初の日程か
ら３日遅い出発に変更してもらい、先
発の方３人に私たちと合流していただ
き、５人で観光できるようにしていただ
きました。ご一緒していただいた方た
ちにお世話になり、ありがとうございま
した。お陰様で楽しく、とても感謝しています。毎朝５人で南国の美しい景色が見えるお部屋
でお話ししながら、フルーツやジュース付きの朝食をいただき、それだけでも至福のひとと
きでした。ジップラインも皆さんと挑戦して、足のマッサージもしてもらい、とても気持ちいい
の一言です。ボホール島に船で渡り、ランチクルーズ、可愛いメガネザルのターシャを見学
し、円錐形の小丘“チョコレートヒルズ”の不思議な光景を見てきました。またセブではマリン
スポーツもしました。パラセーリングは天気も良くて海と緑の島が見え、飛んでる時のなが
めは最高でした。それからバンカーボートは結構スピードが出ていてスリル満点です。シー
ウォーカーも魚がたくさん見れて楽しかったです。スーパーやデパートにも行き、ショッピン
グをし、食事はフィリピン料理、焼肉、イタリアン等、とてもおいしかったです。そしてコーラル
ポイントリゾートに泊まることができ、部屋はとても広く、ゆったりと過ごせて快適でした。た
くさん楽しみました。また行きたいです。

娘と初めてのセブ島

のんびりできた５日間は、本当に楽園の様
でした。目一杯！！ 満喫する事が出来ました！

可愛いメガネザルのターシャを見学し、 “チョコ
レートヒルズ”の不思議な光景を見てきました！

初めてのセブ島旅行 ゆったりした時間に身を置く幸せ

エキサイティングな島・セブ島
　空港から降りると「島は呼吸している
のだな」と思う程の“熱気”を感じまし
た。その中には花の香りもどことなく混
じり合った南国の空気。私は今、間違え
なく外国にいると実感した瞬間でした。
私は何度か海外旅行の経験が有りまし
たが、今回の旅行は今までとは違い、
「なんと豪華な旅行なのか！」ということ
をいろいろ体験することが出来ました。
日本語の通じる通訳兼ガイドさん、笑顔
のドライバーさんにキュートなメイドさ

んたち。こんなに不便を感じさせない海外旅行は他には無いのではと思います。着ていた
洋服は洗濯して次の日にはたたまれて置いてあり、日頃の家事から解放され、実に気持ちの
良い旅行でした。２日目にはセブシティーへ行き、アヤラショッピングセンターで買い物を
楽しみ、夕食はスグボ・メルカドでたくさんの屋台から「シーフードやお肉、ジュース、アイス」
を満喫しました。夜のセブも活気に溢れており、眠るのがもったいない様でした。３日目に
は夫婦で初のパラセーリングやサップに挑戦しました。空から見るビーチやエメラルドグリ
ーンの海では、とても楽しく幸せな時間を夫婦で過ごすことが出来ました。ワールドビッグフ
ォーに感謝です。私たち夫婦は必ず、またセブ島に行きます。そう遠くない将来に・・・。

食事はもちろんフィリピン料理、焼肉、イタ
リアン等、どれもとてもおいしかったです♪

　娘に誘われて２人でセブ島に行きま
した。海外旅行は４０年振りで、正直不
安もありました。二人だけの旅行かと
思いきや、運転手さん、通訳さん、身の
回りのお世話をして下さるメイドさん
がいてくれて、お陰様でおもいきり旅行
を楽しむことができました。朝ご飯はメ
イドさんが作ってくれて、毎日の活力に
なりました。心のこもった朝ご飯を食べ
ながら、広い海を見るのは初めてで、と
ても優雅な気分になりました。コーラル
ポイントリゾートから見える海があまり
にもきれいなので、通訳さんにお願いして、現地の漁師さんのボートに乗せてもらい釣りを
楽しみました。２時間で日本ではなかなかみることのできない様な綺麗な色の魚が４匹も
釣れました。メイドさんや娘と楽しい時間を過ごすことができました。また、テレビでしか見
たことのないカジノを見学、体験をすることができました。こんな優雅な雰囲気とは違い、車
の中から見た風景には終始驚きました。交通量や人の多さは日本とは比べ物になりません。
また、渋滞をすり抜けて、歩いて水を頭にのせ売りに来る若者には驚きました。ジプニーとい
う車（現地庶民の足）にたくさん乗り込む人々、そのジプニーにしがみ付いて立ち乗りする
人、さまざまな人がいました。あっという間に、６日間が過ぎました。今回セブ島に来れなか
った妻に異国の魅力をたくさん伝えようと思います。ありがとうございました。

現地の漁師さんのボートに乗せてもらい釣りを楽しみ
ました！ ２時間で綺麗な色の魚が４匹も釣れました♪

とても楽しく幸せな時間を夫婦で過ごすことが
出来ました。ワールドビッグフォーに感謝です！

娘と二人とても楽しい時間を過ごせたセブ島６日間の旅
でした！ メイドさんの心のこもった朝ご飯も格別でした♪

出発日６月２１日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　八木さん

出発日７月１６日（４泊５日）
会員歴１年　斎藤さん

出発日６月１７日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　金子さん

出発日７月１７日（４泊５日）
会員歴３年８ヵ月　小谷原さん
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　今回は２回目のセブ旅行でした。前
回はセブ経験豊富な人と一緒だったの
で、すべてお任せの旅でしたが、今回、
私以外はみんなセブ初心者。しかも私
の娘が一緒ということで、ちょっと責任
ある立場でした。自分なりに計画を立
てたのに、台風の影響で予定通りには
行きませんでした。やりたかったシー
ウォークをバナナボートに変更しまし
た。ただでさえスリリングなのに高い波
のせいで更にスリル度ＵＰ！ワーワー、
キャーキャーの連続でした。楽しみにし

ていたボホール島も船が出ないとのことで、急遽ジンベエザメを見に行くことにしました。
予備知識が無かった為にこんなに遠かったのかと驚きつつも、途中で野菜や、めずらしい
南国のフルーツも買い込んでバディアンゴルフリゾートの厨房をお借りしての夕食の準備。
シェフに多大な迷惑をかけつつも、美味しい夕食が完成。新鮮なフルーツも満喫できた楽
しい食事でした。翌日は風もおさまり、あきらめていた島めぐりが出来ました。セブに来て初
めての青い空、青い海。浮き輪を持って来たので、パンダノン島のきれいな海でみんなでプ
カプカ浮いて漂っていました。前回よりも確実に発展しているセブにこれからの明るい未来
を感じることが出来ました。通訳のノバさん、ドライバーのフランシスさん、メイドさんたち
のお陰で楽しい旅になりました。みなさんありがとうございました。

ただでさえスリリングなバナナボートなのに、高い波で
更にスリル度ＵＰ！ワーワーキャーキャーの連続でした！

ワールドビッグフォースタッフの皆さんのお
もてなしには家族４人とも心打たれました♪

　夏休みを利用して、子供夫婦と孫と

総勢１３人でセブ旅行に行って参りま

した。今回は、１歳５ヵ月の小さい孫が

いて、人数も多かったので、行く前に何

度も会社に電話をして心配ごとを相談

して、安心して出発することが出来まし

た。世界中でも限られた地域でしか体

験できない、“ジンベエザメ”と一緒に泳

ぐことができるのが「バディアンゴルフ

リゾート」の近くだったので、そこに一

泊して朝早く出ました。朝方にもかかわらず、その場所だけ人と車で溢れていました。一年前

に孫の一人が 「ジンベエザメと泳ぐのが夢です！」と言っていたのが一年後、早くも叶いまし

た。３人の孫が英語を習っているので、実際に使っている国の環境を目で見、体で感じ、少し

でも得るものがあればいいと思いました。小さい時に言葉の違う国での体験をみんなでで

きたことに、おばあちゃんとしては大変嬉しいことでした。いろいろとまた行きたい、したいこ

とがいっぱいありましたが、みんな無事に家に着くことができて一安心しました。現地スタッ

フみなさんのおかげです。ありがとうございました。

念願のセブへ

セブに来て初めての青い空、青い海。パンダノン
島のきれいな海でプカプカ浮いて漂ってきました！ 

孫の一人が一年前に“ジンベエザメと泳ぐのが
夢です！”と言っていたのが、早くも叶いました！

ジンベエザメと泳ぐ孫の夢！ セブの青空はやっぱりステキ♡　

人生が変わる島“セブ”
　海外には毎年旅行に行っています

が、今回は初めて訪れるフィリピン！４

泊５日の滞在ということで、フィリピン

料理が口に合わなかった場合に備え

て、味噌汁などの日本食を持参・・・。マ

クタン島のマリバゴグリルというレスト

ランで初めてフィリピン料理を食べまし

たが、とても美味しい！さらにフィリピン

では有名なチェーン店のジョリビー、

チョーチキンに行きましたが、こちらも

美味しい！結果的には日本食の持参は

無駄でした・・・笑。ボホール島では先住民族に出会い、世界最小の霊長類「ターシャ」を間近

で見られ、チョコレートヒルズの壮大な景色にひたすら感動！７月は雨季でしたが、私の日

頃の行いが良いためか天候にも恵まれ、旅行を満喫できました。ただ、もし悪天候だとして

もお世辞抜きにコーラルポイントリゾートの施設がゴージャスでセレブ気分を味わえるの

で、天候に関わらず楽しめたと思います。フィリピンは物価の安さも魅力の一つで、美容院と

マッサージに行きましたが、日本では考えられない衝撃的な価格・・・。そして何より素晴らし

かったのが通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達の人柄！皆さんのおもてなしには家族

４人とも心打たれました。ガイド兼通訳さんが日本語堪能ですし、観光プランも考えて下さ

るので、旅行が不慣れな方でも安心していけますよ‼

家族総勢１３人のセブ旅行！ 現地スタッフのおかげで、
いろいろな体験をみんなでできたことに感謝しています！

　ワールドビッグフォーの会員になっ
た時から「いつかはセブへ！」という願
いが叶って、家族５人でマクタン・セブ
国際空港に到着しました。まずびっくり
したのがコーラルポイントリゾートＡ
棟４階のフロアー全部が私たちのお部
屋なのです。ベッドルームが４つもあ
り、朝起きてカーテンを開けると、どこま
でも広い海が続いています。「うわぁ～
すごい！」の連発。メイドさん手作りの朝
食に、生マンゴー。マンゴー好きな私は
この旅で一生分のマンゴーを食べた感
じです。ほんとにおいしい！午前中は海水のプールに入り、午後からはＳＭ（大型ショッピン
グモール）でお買い物をしたり、ゴンチャのタピオカドリンクを飲んだり、ジョリビーのハン
バーガーを食べたりと子どもたちも大満足でした。２日目はマリンスポーツへ。最初は恐く
て仕方なかったパラセーリングもいざ空高く飛ぶと、見下ろす景色は最高でした。バナナ
ボートも楽しくて大はしゃぎしてしまいました。夕食は隣に最近できた５つ星の高級ホテル
でビッフェ。すごく美味しかったです。通訳のミッシェルさんに欲しいものを注文してもらっ
たり、買ったお土産を持っていただきました。運転手のベルナルドさんには車から降りる時
に頭がぶつからないように気を配っていただきました。メイドさんたちには洗濯までしてい
ただいて、まるで大富豪の奥さまになったような気分を味わわせていただきました。帰る
時、メイド長のアイリーンさんが「また来てください」って言ってくれたので、「お金貯めてま
た来ます！」って答えました。皆さん、ありがとう♡

最近できた５つ星の高級ホテルで
ビッフェ♪すごく美味しかったです！

７月は雨季でしたが、私の日頃の行いが良い
ためか天候にも恵まれ、旅行を満喫できました！

家族でセブへの願いが叶いました。お金
貯めてまた来ますと、約束してきました！

出発日８月２０日（４泊５日）
会員歴２年　谷内田さん

出発日８月２２日（５泊６日）
会員歴６年９ヵ月　長田さん

出発日８月７日（４泊５日）
会員歴１２年７ヵ月　丸山さん

出発日７月１２日（４泊５日）
会員歴９年５ヵ月　牧田さん
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　久し振りの海外。セブ出発の準備か
らドキドキでした。どんな国かなと、空
港に着いて迎えてくれた通訳、ダイアナ
さんとの４泊５日の旅の始まり、かわ
いいメイドさんが迎えてくれた部屋は
とても広くて、眼前に所々島が浮いてい
る。波が静かで雄大な海！！これだけで
も心癒される思い、次の日からのスケ
ジュールは盛り沢山。海底でテレビでし
か見たことのなかった熱帯魚との戯
れ、バーベキュー場所へ移動中、船上
から澄みきった海底にゆらりゆらりと
海藻が～！快適な一時間余りの船旅、

バーベキューも美味しかった！！日本での疲れきった身体をもみほぐして貰ったマッサージ
では、心身共に楽になり２日間も行きました。思いがけず立ち寄った寺院、日本の寺と違う
華やかさ。高台故、そこから見下ろす色鮮やかな花の入り混じった新緑が美しかったです。
ただ旅行中、車窓から見た光景は日本の生活との違いを感じました。ニワトリは長い紐で繋
がれ、牛は食べ物があるのか？と思われるような場所での放牧（それでも自由に動き回って
いた）。反対に狭いケージの中で豊富なエサを与えられ、生めよ生めよと閉じ込められる自
由の無いニワトリや、豊富な草や食べ物で囲まれた囲いの中で太らせられて売られていく
牛。日本の子供とセブの子供との日常生活を比べると、どちらが裕福なのでしょう？と考えさ
せられた旅行でもありました。でも！日常の忙しい生活を送っている私にとってリフレッシュ
できた最高の旅でした。ご一緒していただいた３人の仲間、有難うございました。７２才の
私、元気で居たら、また訪れてみたいと思います。

コーラルポイントリゾートの眼前に所々島が浮いている。
波が静かで雄大な海！！これだけでも心癒される思いです！

昼はコーラルポイントリゾートでゆっくり、
夜は後発隊と合流し、久しぶりの再会♪

　初めてのセブ旅行、初めての母との

海外旅行。初日は到着が遅かったので

ファーストフード店の「ジョリビー」に

寄ってコーラルポイントリゾートへ。部

屋がゴージャスで広さにとても驚きま

した。翌日は人生初のパラセーリングと

シーウォークに挑戦しました。爽快感、

魚の可愛さにとっても感動し、素敵な

経験ができたと思います。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」では自然がつくりだす不思議な光景を堪能しました。食べることが大好きな

私、フィリピン料理はどこで食べても美味しくて、毎日堪能することができました。朝食に出て

くるマンゴーや、パイナップル、バナナのスムージーはどれもとても美味しくて毎日朝から幸

せな気持ちになれました。通訳さんをはじめ、運転手さんやメイドさんのおかげでとても楽

しい有意義な４泊５日の旅行となりました。ありがとうございました。母とも素敵な思い出が

できてよかったです。

初めての海外旅行

道教寺院は日本の寺と違う華やかさ！ そこから見下ろ
す色鮮やかな花の入り混じった新緑が美しかったです！

人生初のパラセーリングに挑戦！ 命綱は一本
だけど、みんなで飛べば怖くな～い♪（＾０＾）

はじめてのセブ旅行 行って来ました！

益々発展するセブ
　マクタン・セブ空港がまたまた新しく
なってビックリ！木のぬくもりが最高。通
訳のノバさんが迎えに来てくれてすぐ
に発見！思わずハグ‼３回目のセブ旅
行が始まります。２日目は射撃に始ま
り、市内観光等を楽しみました。３日目
は今回の目的のスカイバイク・ジップラ
イン等を体験。スカイバイクでは命綱を
付けてロープ上をバイクでこぎ出す。係
りの人が「ＧＯ！」と言うけれどなかなか
出発できなくて、３回目位で目をつぶっ
てこぎ出す、空中では左右に揺れるが

なんとか対岸までたどり着く、そこでＵターンして出発地点を目指す、今度は気持ちが良い。
乗馬は始めてだけど、乗ってみるとなかなか爽快だ。お昼はパークの水上レストランでフィ
リピン料理を堪能。４日目はコーラルポイントリゾートでゆっくり。夜後半は旅の同伴をして
頂く鈴木さんたちのグループが到着し、久しぶりの再会。５日目はナルスアン島でシュノー
ケリング、水中の魚たちが迎えてくれる。南国の海中は最高だ。少し離れた海上でバーベ
キュー。船頭さんにウニを獲ってもらい試食。船頭さんもなれたもので１０分位の間に大量
のウニの山、まだ動いているのを食べる。甘くて超おいしい！まんぞく！まんぞく！ビールがす
すむ。あっという間に時間が過ぎ、セブは何回きても心と体も癒してくれる。メイドさん、通訳
のノバさん、ドライバーさん、ありがとうございました。

初めてのセブ！楽しい有意義な４泊５日でした♪フィリピ
ン料理はどこで食べても美味しく、毎日堪能しました♡

　仲間４人でのセブ旅行。私だけが海

外旅行は初めてで、パスポートの取得

から始まり、うれしさ楽しさ半分、心配

半分の出発でした。でもその心配は全

く無くなりました。到着すると空港の目

の前に通訳さんが待っていて下さり、迷

わず合流することが出来ました。次の日

からは市内観光巡り、ショッピング、マッ

サージと私たちのお願い通りに連れて

行っていただきました。島巡りはパンダ

ノン島へ連れて行っていただき、バー

ベキューを満喫してきました。ショッピングではドライマンゴー、パイナップルをたくさん買っ

て来ました。日本でヨーグルトへ入れて食べるのが楽しみです。一度体験してみたかった

シーウォーカー。海へ入る前はドキドキでしたが、入ってみると海がきれいで熱帯魚さんた

ちが出迎えてくれるようで幸せな気持ちになりました。なかでも一番のお気に入りはマッ

サージでした。４人とも次の日の予約を入れて帰るほど“はまって”しまい、近かったら「毎日

でも来たいね！」と言った位良かったです。そして最後の日は高級ホテルでの食事で本当に

優雅な時間を過ごさせてもらい幸せでした。５日間天候にも恵まれ最高でした。通訳のダイ

アナさん、ドライバーさん、メイドさん大変お世話になりました。また誘ってくれた仲間３人

にも感謝です。本当にありがとうございました。

パンダノン島へ連れて行っていただ
き、バーベキューを満喫して来ました！

セブは何回きても心と体も癒してくれる。
通訳のノバさん、ありがとうございました！

５日間天候にも恵まれ最高でした！ なかでも一番のお気
に入りはマッサージ♪近かったら「毎日でも来たいね！」

出発日６月８日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　飯島さん

出発日６月８日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　井上さん

出発日５月７日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　山下さん

出発日７月１３日（６泊７日）
会員歴１３年１ヵ月　小池さん
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　思えば、ワールドビッグフォーでセブ
への来訪は４回目になる。出発する前
までは目的を特に設定せずに、とにか
く“ゆっくり”しようと思っていた。備忘録
の意味も含めて、今回の旅を順に追っ
て記すと、到着後は夕食にフィリピン料
理を堪能し、沸き立つ高揚感に包まれ
ながらスペシャル・ヴィラでの就寝と
なった。２日目はアイランドホッピング
へ。変わらないパンダノン島の碧と白
の空間を堪能し、１万本の薔薇と水上
レストラン「ランタウ」での夕陽を眺め、

夕食は日本料理「呑気」で絶品のウニを食した。３日目は、セブのビバリーヒルズと称する位
置に建立の寺院と、最古の趣深い教会を見学し、お花に囲まれた絶景のシラオガーデンへ。
夕食は、イタリアン「アンザニ」でコースをいただき、トップオブセブで夜景と星空に魅せら
れ、雰囲気の良いマルコ・ポーロホテルの「ブルーバー」で大人時間を満喫した。４日目は、
ヴィラ前のプライベートプールでひと泳ぎして、シャングリラでドライバーさんのバース
デーランチ。「アルニカスパ」で３時間コースに身を委ね、最終日の夜は「アバカ」で乾杯し
た。帰国日は、目の前に立地の「デュシット・タニ」で出発前の緩い時間を過ごした。こう記し
てみると、５日間はあっという間だ。名残惜しい気持ちを次回へ繋げて、素敵な仲間と至福
の一時を過ごせたこと、ワールドビッグフォーに心からの言葉伝えたい。「信頼と感謝を込
めて有難うございました」

２日目はアイランドホッピングへ！ 変わらな
いパンダノン島の碧と白の空間を堪能♪

ワールドビッグフォーのリゾートは体験しないともったい
ない！ うわさ以上のおもてなしがそこにはありました♪♪

　いつも２人でコーラルポイントリ
ゾートにゆっくりしに行くのですが、今
回は７人で行きました。市内観光やア
イランドホッピングでバーベキューを
したりして、大人数もとても楽しかった
です。次回はたくさんの仲間と行きた
いなと思いました。メイドさんや日本語
通訳のリサさんには、とっても親切にし
ていただいて嬉しかったです。日本で
はこんな親切にしてくれる人はいない
ので、仕事とは言え感動しました。また、
行きたいなぁと思いました。笑顔の絶
えないメイドさんたちやリサさんの親しさは、本当に元気を貰えるし、癒されます。心残りな
のが、あまりお金を持って行かなかったので、たくさんのチップを渡せなかったこと。セブ市
のサントニーニョ教会に行った時、通訳さんが、人混みが多いので、「貴重品は置いて行って
下さい」と言ってくれたので、ポケットには２００ペソだけ入れて車を降りました。運転手の
ベルナルドさんが誕生日だというので教会の前で売っていた飛行機の風船を１００ペソで
買いました。残りはキーホルダーを３つ１００ペソで買いました。すると教会の外でそれを
見ていた５歳くらいの女の子が私の貝のアクセサリーも買って！と寄って来ました。「お金が
ない」と言っても付いて来ます。１００ペソならば買ってあげたいのですが買えませんでし
た。必至に何かを訴えるその子の目と声が忘れられません。そのことだけが心残りです。ごめ
んネ！というしかありませんでした（涙）。

またすぐ行きたい！セブ・セレブ旅行－⑤

ワールドビッグフォーに心からの言葉伝えたい！
「信頼と感謝を込めて有難うございました」♪♪

いつも笑顔の絶えないメイドさんたちや通訳のリサ
さんの親しさは、本当に元気を貰えるし、癒されます！

１００ペソの心残り 碧く深く心地好く

２年目にして初めてのセブ旅行
　ワールドビッグフォーに出会ってから
２年。やっとセブ島のリゾートへ遊びに
行くことができました。今までグループ
の橋本さんに写真や滞在中の話しな
ど、たくさん楽しい体験を教えていただ
いていたので、期待は高まるばかりでし
た。今回は、紹介して下さった橋本さ
ん、谷津田さんをはじめとして、小林さ
ん親子、加藤さん、そして統括の冨田さ
んと総勢７人で行きました。大人数で
行くリゾート旅は初めてだったので、ワ
クワク楽しい４泊５日となりました。気

のおけない家族旅行のようでした。滞在中は毎日プールで泳いだ後、朝食というサイクルで
朝を楽しみ、朝食後は街へ出かけたり、少し遠出をしてシラオガーデンへ行ったり、スパでの
んびり過ごすなど、休暇を満喫できました。アイランドホッピングへ行った日は最高の天気
で、きれいな海に白い砂浜、泳ぐ魚も目の前に見える“すてきな時間”を過ごすことができま
した。預けているだけでなく、こんなにも楽しく安全な滞在ができるワールドビッグフォーの
リゾートは体験しないともったいないですね。通訳さん、運転手さん、メイドさんも皆さん優
しく親しみがあり、うわさ以上のおもてなしがそこにはありました。いつでも利用できる施設
だと思うと、これから先も楽しみです。このような体験ができるのも、行方会長のおかげで
す。そして紹介して下さった橋本さん、谷津田さんに感謝です。ありがとうございます！！

市内観光やアイランドホッピングでバーベキューを満喫！ いつ
もは少人数で行くのですが、大人数もとても楽しかったです！

　１月に続き、総勢７名でコーラルポ

イントリゾートへ！今回初めての近所の

仲良し加藤さん、浅川さん、（楽しんでく

れたかな？）毎日一緒♪の小林さんと

お嬢さん、谷津田さんと冨田統括で“わ

いがや”ビラに泊まり、今回はゆっくり

別荘ライフを満喫！アイリーンさんをは

じめ、可愛いメイドさんたちの笑顔と心

遣いに癒され、青い海と空、プールにア

イランドホッピング、格安でレベルの高いご飯やショッピング（写真の水着も！）今回も大満

足の旅となりました。滞在中、温かいサポートをしてくれた通訳のリサさん、ドライバーさん、

久し振りのスタッフの顔触れ、そして同道の大切な友人たち、さらに腕前を上げ今回も専属

カメラマンのように活躍下さった冨田統括、ワールドビッグフォーに巡り合わせてくれた谷

津田さん、村松理事をはじめ事務局の皆さん、入会のきっかけとなり、初めてのセブ旅行４

日前に無くなった母に感謝の気持ちで一杯です。引き続き大切な友人たちに伝え続けて行

こうと思います。次回は１０月！またすぐに行きますよ～！！！

プールにアイランドホッピング、格安でレベルの高い
ご飯やショッピング（写真の水着も！）を満喫しました♪

アイランドホッピングへ行った日は最高の天気！ きれいな海
に白い砂浜、泳ぐ魚も目の前に見える“すてきな時間”でした！

総勢７名で“わいがや”ビラに泊まり、今回は
ゆっくり別荘ライフを満喫させていただきました！

出発日７月２０日（５泊６日）
会員歴４年１ヵ月　橋本さん

出発日７月２０日（４泊５日）
会員歴３年１ヵ月　小林さん

出発日７月２０日（５泊６日）
会員歴１５年　谷津田さん

出発日７月２０日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　浅川さん

のんき
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　今回のセブ島旅行は、私が紹介した
中山さんファミリーとの旅行です。夏休
みを利用して、大人はもちろん、子供た
ちにセブ島を思い切り楽しんでもらう
旅行を計画しました。成田空港で待ち
合わせをし、マクタン・セブ空港に到
着。通訳のリサさん、ドライバーのナル
ドさんの出迎えを受け、私たち定番の
スポット「マリバゴグリル」で無事到着
とこれからの楽しいセブ滞在を祈念し
て乾杯をしました。コーラルポイントリ
ゾートに着くと、メイドさんたちが「お

帰りなさい！」といつもどおり温かく迎えてくれました。着いた翌日は、早々子供たちとプール
遊び。午後は、SM（シューマート・ショッピングモール）で買い物。夕食は同じくモール内でバ
イキング料理を堪能しました。次の日は、セブのアウトドア・アクティビティーが楽しめる「パ
パキッツ」に行き、「乗馬、ジップライン、吊り橋、ボート、釣り」を楽しみました。夕食は、私が
行く前から楽しみにしていた、「スグボメルカド」（セブ島の屋台村）です。ここは、色々小さい
店があり、低料金でおいしく、地元の人で溢れていました。観光最後の日は、コーラルポイン
トリゾート近くの海水浴場で一日遊び、子供たちも大喜びでした。その夜はさよならパー
ティーでメイドさんたちの踊りを堪能し、特別注文の“子豚の丸焼き”を皆でいただき、一同
大感激でした。最後に、本当に楽しい旅でした。お世話して下さったワールドビッグフォーの
皆さん、ありがとうございました。

「パパキッツ」では、子供だけでなく大人
も一緒にスリリングな体験ができました♪

全長８００メートルのジップラインをして、日本
ではできないような貴重な経験ができました！

　夏だ！孫４人と嫁２人、そして主人と
の家族８人旅。孫は初めての海外旅
行。家族揃ってのセブ旅行の日がこん
なにも早来るとは思わなかったので、
不安と感動の入り混じった気持ちでし
た。実際、空港に着いて通訳のリサさん
に会った途端、安心して思わず“笑み”
がこぼれました。コーラルポイントリ
ゾートの別荘の素晴しさに感動し、メイ
ドさんの優しさに孫たちも安心。部屋
数の多さにもびっくり！それぞれ一人ひ
とりの部屋でのんびり過ごしました。朝
ごはんのマンゴージュース、バナナジュース、パイナップルとのミックスジュースと毎日変えて
下さり、甘くて美味しかったです。次の日は、水着を着て出発！と思いきや、風が強くて残念!!
急遽市内観光に変更。お肉が食べたいという孫にしかたなく便乗。でも美味しいレストラン
で楽しいディナーをいただきました。次の日は波も穏やかでパンダノン島へＧｏ！海の美し
さと昼のバーベキューのお肉の美味しかったこと。海での貝拾い、“ジイジと孫”の泳ぎを見
ながら嫁と大騒ぎでした。最終日は孫の一日早い誕生日パーティー。ケーキのサプライズと
バンドのリズミカルな曲とメイドさんのダンス。そして運転手さんの“コロッケ”顔負けのダン
スパフォーマンス。船の上での“タイタニック”も楽しませていただき、家族の絆を深めた夏休
みでした。名残惜しみながらのお別れでした。また来ます～。皆さんとまた会う日を楽しみに
しています。

心が解放されました！

今回は夏休みを利用して一緒に行く子供たち
に“セブを楽しんでもらう旅行”を計画しました！

船の上での“タイタニック”楽しませてい
ただき、家族の絆を深めた夏休みでした！

初めてのセブ島旅行 中山ファミリーとのセブ旅行

夏休みの思い出
　母に誘われて、子供たち２人と私と

で４泊５日のセブ旅行を楽しんで来ま

した。子供たちは初めての海外旅行で

したが、行く前はあまり喜んでいません

でした。ただ、行ってみたらすごく楽し

んでくれました！泊まらせていただいた

コーラルポイントリゾートのプールで

毎日泳いで、おいしいご飯を食べさせ

ていただき、メイドさんたちもすごく良

くしてくれて大満足でした。『パパキッ

ツ』という観光スポットに連れて行っていただき、丸一日遊び尽くしました。全長８００メー

トルのジップラインをして、日本ではできないような貴重な経験ができました。娘は乗馬体

験で楽しい思い出をつくることができ、息子は魚釣りを楽しみました。夜はニューハーフ

ショーを初めて観て皆で楽しみました。海も丸一日遊んで子供たちは大満足、海に潜るとい

ろいろな魚が泳いでいてびっくりしました。まだまだ楽しい思い出がいっぱいあります。メイ

ドさん、通訳の方、運転手さん、ありがとうございました。また子供たちを連れて行きたいと

思います。その時はよろしくお願いします。夏休みの思い出をありがとうございます。

孫の一日早い誕生日パーティーでは、ケーキのサプラ
イズとバンドのリズミカルなダンスで盛り上がりました♪

　初めてのセブ。トライアスロン大会と
台風が重なり、思うように移動できない
日程もありましたが、そんな不便さも全
く気にならない素晴らしい旅でした。親
切で気さくな通訳のミシェルさんとも
すぐに打ち解けましたし、運転手のナ
ルドさんも優しくて運転が非常に上手
く、すぐに車酔いする私が、何時間乗っ
ていても元気でした。部屋は、親子三人
でスペシャル・ビラに宿泊、メイドのア
ニータさんがいつも笑顔で世話をして
くれました。食べ物も美味しくて、特に
カラマリス（イカリングフライ）の大ファ
ンになりました。スーパーでモルモルという魚とバナナの蕾を買って、メイドさんに美味しく
調理していただいたり、どこでも美味しく、日本より安いです。今回ジンベエザメと泳ぐツアー
にも参加しました。ビラからは車で４時間、大人気なのでさらにビーチで３時間半待ち。で
すが、信じられない程近くで何度も接近でき、その美しさと大きさに感動しました。途中立
寄ったカワサン滝でも南国の緑を堪能でき、長時間かけて来た甲斐がありました。４日目に
は、やっとセブらしい青空とエメラルドグリーンの海も見られましたし、テラスに出てゆった
り座り、プライベートプールや海の上を小鳥が飛び交う様を眺めつつ、波の音と小鳥の囀り
に耳を傾け、五感全てで「幸せ～！」と心から感じました。スタッフや現地の方々の人懐っこい
笑顔も忘れられない思い出となりました。また行きます！

プライベートプールや海の上を小鳥が飛び交
う様を眺めつつ、癒しの時を満喫しました♪

プールで毎日泳いで、おいしいご飯を食べさせていた
だき、メイドさんたちもすごく良くしてくれて大満足でした！

テラスに出てゆったり座り、波の音と小鳥の囀りに
耳を傾け、五感全てで「幸せ～！」と心から感じました！

出発日８月７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　山本さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　小林さん

出発日７月２７日（３泊４日）
会員歴１年１ヵ月　吉澤さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴１年　中山さん
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