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＜編集後記＞
１年を通して温暖な気候（平均気温約２８度、湿度も低く快適環境）に包まれるセブは常夏の島。今月６月から１２月まで
が雨季（１月から５月までが乾季）となりますが、雨季と言っても一日中雨が降る事は少なく、一時的な雨（スコール）が多
くなる程度で気温の変動もありません。また、滞在中の服装は夏服の軽装で構いませんが、屋内施設は冷房が効いている
為、屋外との寒暖差があり、長袖のシャツ等ご用意して頂く事をお勧め致します。楽しい旅行を皆様にご満喫して頂く為に
も、ご質問等ございましたら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　伊藤博之

ごあいさつ
輝かしき第二の人生も迎えられるセブ島は幸福への無限なる宝庫。　

行けば行くほど楽しくなる魅力溢れる環境、「セブ島は私にとって第二のふるさと！」と
定期的に渡航して頂いております会員様も多くなり、「老後はセブ島で！」と喜ばしい言葉を

多数頂戴致しましたことも、大変有り難く存じております。また弊社リゾート施設の利用者数も年々
増加傾向にあり、セブ島の素晴らしい自然環境のもと、更なるリゾート施設の拡充とサービスの向上
海外旅行が初めての方でも気軽に楽しめます環境づくりに尚一層邁進していく所存でおります。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、皆様のプランに沿った至高なるひととき
体調管理を目的としたリハビリ等にも抜群の効果を発揮、最高の環境をご提供致します。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、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。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ

人生観が変わる究極のリゾート！

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～

①上記料金は平成25年5月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③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
　手数料として出発日前々日までが￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　全額）が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問合せ下さい。
⑤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

（注）帰国日が７月１５日、９月１６日・２３日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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大人
12歳以上

子供
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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 成田空港税込み）
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カモテスリゾート

コーラルポイントリゾート
JWBホテル

バディアンゴルフリゾート
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冬の東京を抜け出し約５時間の
フライトで常夏のセブ島へ。今回
もリサさんが迎えて下さり、空港
近くのゴールデンカウリーに直
行！サンミゲルビールを飲みなが
らフィリピン料理を堪能する。コ
ーラルポイントリゾートに到着す
るとメイドさん達が「お帰りなさ
い」と迎えてくれる。昨年１０月、
今年４月、そして今回３回目のセ
ブの旅。ソファーに座ると濃厚な
マンゴジュースがサーブされ夫と
カンパーイ！！シャワーを浴びて
たっぷり１時間半のマッサージを

受けて、冷えたサンミゲルを飲むと「セブに帰ってきた」と実感できる。朝寝坊
を決めこんでいた私がなぜか５時過ぎ、パッと目が覚め水平線から昇る日の
出を見ることもできた。早速フェイスブックに写真をアップ。最高の贅沢は何
もしないこと！全てから解放されプールサイドでボーッとできる歓び。アイリー
ンさんにマニキュアとペディキュアをしてもらいスパ遊びをする。午後からス
トーンマッサージを受けにプラナスパへ、コテージで受けるラグジュアリーな
マッサージは至福の時。帰りにシーズンのマンゴスチンを買って食べてみると
完熟！最高！！今回はスパ巡りで溜まった疲れを癒すこと。４日目には近くのサ
ンドビーチでバーベキューをご馳走になりました。ベルナルドさんやメイドさ
んが手際良く準備して下さり、私は食べる人「なんて幸せなんでしょう！！」最後
の夜はホテルでディナーをご馳走になり６日間の旅を終えました。今回も快
適な旅をありがとうございました。感謝！！

癒しの旅、最高の贅沢は何もしないこと！ スパ巡りではプラナスパへ、
コテージで受けるラグジュアリーなマッサージは至福の時でした

たいへんお世話になりありがとうございました！ ライフルでの
射撃やパンダノン島での海水浴、マッサージも楽しみました

１１月末、旅の申込みをしてほど
なく届いた会報１２月号表紙に
「１月の第３日曜日はセブ最大
のおまつりです」とあり、ならば
いきましょう。初日でゆっくりして
いたいところですが。ガイドのミ
キチャンに“メイドサン達もとても
楽しみにしているので一緒にいい
ですか？” “どうぞどうぞ”７：００
前にはリゾートを出発。既にもの
すごい人、人、人、どこからこんな
にも集まってきたの、今までの人
生の中でこれ程の人にまぎれた
のは初めて。そして歩いた、歩い
た、歩いた。足がクタクタ、限界をこえる。メイドサン達が腕をくんでくれるが
腰痛持ちの私にはかえって大変なのに～。パレードがすごい！子供達がきれ
いに化粧したりドレスアップし、男性も、女性も、オカマチャンも踊っていま
す。次々に現れる隊列、楽団もついてきます。サントニーニョにまつわる物語
になっているという事ですが、意味がわからなくてもただみているだけです
ごいです。でも、この見物も楽ではありません。体力勝負です。と、いきなりの
歓声、ざわめき、スターの乗ったくるまの登場。この車も生花で見事にデコ
レーションされています。おいおい、そんなに手を振っちゃちぎれるぞ！！ラ
ンチに入ったレストランではビールでカ・ン・パ・イ！！３人娘（夜からアイリ
ーンも加わり４人娘）と７人家族とのふれ合い、旅の幕開けです。それにし
ても－１０度の世界から３０度（温度差４０度）は厳しすぎ～！途中、不覚
にも体調不良に、ト・ホ・ホ。

ステキな笑顔に感謝！ありがとう

３回目のセブの旅、今回も快適な旅をありがとう！ 「お帰りな
さい」で始まり、「なんて幸せなんでしょう！！」の６日間でした

パレードがすごい！ 子供達がきれいに化粧したりドレスアップし、
踊っています。次々に現れる隊列、楽団もついてきます

ド迫力のシヌログカーニバル 出発日１月１９日（１０泊１１日）
会員歴４年４ヵ月　甲田さん 癒しの旅

１人ゴルフ
３度目のセブ旅行です。今回の
目的はゴルフ、パラセーリング
をする事です。パラセーリング
を行った日は、風が強く１人で
は飛べず補助が付きました。気
持ちいいのですが、真下を見る
ととても恐かったです。ゴルフ
は空港の近くとバディアンゴル
フリゾートの２ヵ所でプレーをし
ました。空港の近くのゴルフ場
で は 、最 初 １ 人 で 始 め ました
が、２ホール目からは前の組２
人といっしょになり、５ホール
目からは後の組２人の内１人

がリタイヤした為、４人で回ることになりました。約５千ペソで割高に感
じましたがバディアンゴルフリゾートでは、約３千ペソと料金は安く、たく
さんの人が手入れをしておりました。１人のゴルフプレーでとても楽しか
ったのですが、普通４時間以上かかるのですが、１８ホール連続でのプ
レーは３時間以内で回ってしまいましたので休む事ができず、とても疲
れました。バディアンゴルフリゾートにはレンタルゴルフクラブが２セッ
トしかなく、私には合うクラブがありませんでしたので、もっとレンタルク
ラブを増やしていただきたいと希望します。そしてライフルでの射撃、パ
ンダノン島での海水浴、マッサージを楽しみました。理髪店でカットして
もらいました。希望どおりセットしていただき、料金も格安でした。運転手
のベルナルド、ガイドのジュリエット、メイドのノバ、エインジル、ジョビ
リン等たいへんお世話になりありがとうございました。

今までの人生の中でこれ程の人にまぎれたのは初めて、ド迫力の
シヌログカーニバル！この見物も楽ではありません。体力勝負です

セブでの楽しい時間の始まり、
刺激的なエメラルドの海が私達
を待っている。あのパンダノン
島へ、日本で考えていた事、学
生時代全国大会を目指していた
バレー仲間が、日本対フィリピ
ンでビーチバレーをする事、現
実は、そこにボールが、足が出
ません、顔は砂の中、年齢も考
えず心はあの時代、ビーチバレ
ーで汗を流した後は、スタッフ
の皆さんが用意して下さった美
味しいバーベキューとスイカで
す。日本は例年にない雪、そん
な中から飛び出して来たこの現実。今回の旅行の目的の１つに、自分の娘
の様に可愛がっている子の卒業旅行です。この雄大なエメラルドの海から
今まで頑張ってきた自分の心を癒して、新たな目標に向かっていただけれ
ばと願い。又、今回１つの新しい発見をしました。コーラルポイントリゾー
トまでの道に３ヵ所、自動販売機があり、紙コップでコーヒーを飲んでいる
方が目に止まりました。日本では普通の事ですが、私の心はとても幸せを
感じました。５日間は夢の様に時間が流れ、皆さんの心の中にはきっと数
えきれない程の感動と、スタッフの皆さんのステキな笑顔に感謝して、思
い出いっぱいの旅になったと思います。私は、今回の旅行では新たな出会
いがあり、本当に人の優しさを教えていただきました。又、同じメンバーで
旅行出来る事を願っています。めぐちゃん！またセブで泳ぎ方教えて下さ
いネ。

この幸せな顔！！ 我が娘の様に、生まれた時からず
～っと成長を楽しみにしていた子とダンスです

３度目のセブ旅行、今回の目的はゴルフ、パラセーリング！ バディ
アンゴルフリゾートでは、約３千ペソと料金は安く楽しめました

パンダノン島では日本対フィリピンでビーチバレーに
大奮闘！めぐちゃん！またセブで泳ぎ方教えて下さいネ。

出発日２月６日（４泊５日）
会員歴１３年１１ヵ月　池上さん

出発日１２月７日（５泊６日）
会員歴１年９ヵ月　中村さん

出発日２月２日（６泊７日）
会員歴６年６ヵ月　根岸さん
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セブは、至る所にエンジェルの
置物が目につく。部屋にもなん
と、私の大好きな大天使ハニエ
ルが♡♡信州の２月は寒いが
ここは快適。コーラルポイントリ
ゾートＡ棟６階のベランダは、
朝ヨガに最高です。朝４時、一
番鳥が鳴き静かな時間が流れ
る。風と波のリズム、そこに加わ
る犬の声、鳥のさえずり、ハトの
羽ばたき、自然界の音がオーケ
ストラのように私の全存在に響
きわたる。呼吸が宇宙の鼓動に
同期し、あらゆるものが調和し

ている。刻一刻と変化していくその色彩、大自然は神秘を映す鏡。曇り空
からさえ降り注ぐ光にキラキラ輝く海の美しい事！その神秘をもらさず意
識していると正直日本を、仕事、家族、心配事をすっかり忘れてしまう。そ
のかわりいつも見逃している奇跡や不思議な世界がみえる。例えば、①後
頭部をうち夜中も痛かった仲間が無事な理由。②トイレに座っていると３
０cmの距離に白いハトと黒いハトが仲良くとまり、メッセージと祝福をく
れた♡。③夫の誕生日を毎年仲間と共にセブで祝う幸運。入会以来豊かさ
をエンジョイしている私達。④毎夜若いダンサー達と過ごす甘味なひとと
き。そして朝ヨガ三昧で忘れていた過去生を思い出した、この秋、ヨガ３
５周年の秘密♡瞑想の中で美しい蝶々が沢山現れた。「神の贈り物はすぐ
わかる！」と謎の言葉を残して消えた女神。セブは神の贈り物♡天国のよう
な楽しい時間と気づきをもたらすワンダーランド。ありがとう神様。来年は
妖精に逢いにきます。神秘なるセブに合唱♡

コーラルポイントリゾートＡ棟６階のベランダは、朝ヨガに最高です！
自然界の音がオーケストラのように私の全存在に響きわたる

滞在期間中すべて自由時間！ マリンスポーツや島巡りを
満喫、買い物やエステ、マッサージにダンス等も楽しみました

１年ぶりにセブ島へ。この日を
指 折り数 えな がら待ってまし
た。前回やり残したマリンスポ
ーツ、どうしてもやりたくて主人
とふたりで計画したのですが、
みんなで行こうと言うことにな
り、遠藤理事を含め、総勢８人
のツアーになりました。念願だ
ったパラセーリングの爽快さ、
やみつきになりそうです「空を
飛ぶってホントに気持ち良いも
のなんですね！」翌日は、ターシ
ャに会いにボホール島へ、島の観光はセブの歴史にも触れて勉強になり
ました。チョコレートヒルの山々、名前の由来「行ってみないと聞いただけ
ではわかりませんものネ！！」その日の夜はお部屋でオイルマッサージ！お
姫様気分でした「気持ち良かった～」（安さにビックリ！）その翌日はパンダ
ノン島、青い海、青い空「すっごく綺麗でまぶしかった～」青い海で時間を
忘れて泳いで真っ黒に日焼けしてしまい、ちょっと後悔。最後の晩のさよな
らパーティーは、思いっきり踊りまくり汗ぐっしょりで、少しはダイエット気
分。総じて、とっても楽しいツアーでした。何食べても、飲んでも（生ジュー
ス、アルコール）おいしかった。やっぱりツアーは多勢が楽しいです。最初
から最後までずっと笑っていた気がします。ワールドビッグフォーに感謝
です。遠藤理事、ありがとうございました。

次回は家族で・・・

神秘なるセブ ４回目の発見！！ セブは神の贈り物♡天国
のような楽しい時間と気づきをもたらすワンダーランド

念願だったパラセーリングは爽快！ 「空を飛ぶってホント
に気持ち良いものなんですね！」やみつきになりそうです

２回目のセブ島 出発日２月２６日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　野崎さん 神秘なるセブ ４回目の発見！！

滞在期間中すべて自由時間 ９人旅
昨年に続き２回目のセブです。メ
イドさん達の「おかえりなさい」
の笑顔に迎えられました。さっそ
く楽しみの部屋選び、オイルマッ
サージで疲れを取りました。８日
にはマリンスポーツ（パラセーリ
ング、バナナボート、シーカヤッ
ク、シーウォーカー）を楽しみまし
た。シーウォーカーは心臓が止ま
りそうな位緊張したけれど、海に
入るとすっかりそんな事は忘れ
てしまい、色とりどりの熱帯魚に
心ときめきました。９日は船で約
１時間の島へバーベキューに向
かいました。砂浜が長く続き、手
慣れたメイドさん達のフィリピン

料理に満足しました。帰るとさっそくジェルネイルに行きました。ここで私の
失敗談、何もかもすごく嬉しくてウキウキしてしまい暴飲暴食してしまいまし
た。ダンスから帰って体調を壊してしまい、その夜は一晩中苦しみました。次
の日も動けなくてお灸をしていただいたり、マッサージしてもらったり、皆さ
んには心配をかけてしまい本当に申し訳なかったです。後半は他の方達も
体調を壊したりしたので、コーラルポイントリゾートでのんびりしました。プ
ールで遊んだり、デパートやスーパーに行ったり、エステに行ったり、のんび
り話をしたり、ほとんど毎日ダンスも出来たし（笑）セブの男性はダンスがす
ごく上手なんです。「こんなゆったりセブもいいな」私には最高に楽しめたセ
ブでした。最後のお別れパーティーでは全員元気にダンス三昧です。踊って
踊って踊りまくりました。このまま時間が止まってほしいと思いました。こん
な不良中年に毎晩夜遅くまで付き合ってくれたリサさん、ドライバーさん、メ
イドさん本当にありがとうございました。地平線に顔を出した朝日は光輝い
てすばらしく素敵でした。アイ ラブ セブ！来年は何から始めましょう（＾－
＾）♪♪♪

総勢８人、２回目のセブ島！ ボホール島やパンダノン島観光、パーティ
ーではダイエット気分、最初から最後までずっと笑っていた気がします

初めてのセブ島は４泊５日の
旅でした。寒い新潟から常夏の
島、このギャップに期待し参加
させて頂きました。ビジネスで
東南アジアは５回渡航していま
すが当然楽しみなんかありませ
ん。この旅行のきっかけを作っ
てくれたのが、ワールドビッグ
フォーの紹介者でもある義姉の
野崎さんでした。セブ島ツアー
の良さをマシンガントークで乗
せられ半信半疑で参加（失礼）、空港に着いてから確信しました。ガイド
のジュリエットさん、ドライバーのフランシスさんと交えた最初の夕食の対
応に始まり、シーウォーカー・パラセーリング・ボホール島ツアー・パンダ
ノン島のマイナスイオンたっぷりのビーチ＆バーベキューと盛り沢山のス
ケジュールの中、コーラルポイントリゾートのスペシャルビラに帰れば、癒
し系のメイドさんがお出迎え、２階の寝室に就きオイルマッサージをして
もらえば王様になった様な至福の時でした。極め付きはサヨナラパーティ
ー、普段おとなしいメイドさんもダンス！ダンス！ダンス！で大盛り上がり
の晩餐でした。最高のメンバーと最高のスタッフ、必ずまた来ます！その時
は家族と一緒にお世話になります。ありがとうございました。

次回は家族と一緒にお世話になります！ シーウォーカー・パラ
セーリング・ボホール島ツアー・パンダノン島と至福の時でした

私には最高に楽しめたセブでした！ お別れパーティーでは全員
元気にダンス三昧、このまま時間が止まってほしいと思いました

極め付きはサヨナラパーティー、ダンス！ダンス！ ダンス！で大盛
り上がり！最高のメンバーと最高のスタッフ、必ずまた来ます

出発日２月２６日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　山田さん

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴８年３ヵ月　山嵜さん

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴２年　蒔田さん
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少し不安で思い切れなかったけ
ど、友人仲間が良かったので思い
切って連れて行って頂きました。成
田から４時間、セブ・マクタン空港
へ到着した時は夜だったので、景
色はわかりませんでしたが、翌日
の朝、コーラルポイントリゾートＡ
棟６階から見た青い海と朝日がと
てもきれいで、別世界へ来たかの
様に感激しました。朝食はいつも
マンゴやパイナップル、バナナ、パ
パイヤがあり、美味しいジュースの
味は忘れられません。日本ではと

ても味わう事が出来ません。２日目はパンダノン島の白い砂浜でバーベキュー
や海に入って魚を見たり貝拾いをして楽しみました。３日目はボホール島に行
き、初めてバナナの花を見ました。そして小さなメガネ猿がとても可愛かったで
す。４日目のシーウォーカー体験は少々怖かったけど、きれいな珍しい魚の群れ
の中楽しかった。パラセーリングは広い海を上から見下ろした時の心地良かった
事・・・最高！！最終日前日は、ＪＷＢホテルを見学し、施設の豪華さに驚きまし
た。ショッピングを楽しみ、フィリピン料理もとても美味しかったです。最後の夜
はサヨナラパーティー、生バンドの演奏で賑やかな雰囲気の中、スタッフのダン
スなどで会場内は大盛り上がりとなり、本当に楽しい日々で５泊６日の旅は、あっと
いう間に過ぎてしまいました。又機会があったら行ってみたいと思います。ガイドさ
ん、ドライバーさん、メイドさんお世話様でした。ありがとうございました。

あっという間の５泊６日の旅、本当に楽しい日々でした！ 又機会
があったら行ってみたいと思います。ありがとうございました

「百聞は一見に如かず」で実に充実した旅でした！ ４リゾート施設も
見聞でき感動、ボホール島ではロボク川クルーズ等楽しみました

思いがけずセブ島に夢の様な旅行
が出来て、先ずはご一緒していた
だいた皆様と現地のスタッフに感
謝です。海辺の遊びは、シーウォー
カー、パラセーリング、バナナボー
ト、シーカヤック、ビーチシュノーケ
ル、島の遊びは射撃、闘鶏、カジノ、
夜のダンスホール等全てが初体験
で、人生観が変わるほどでした。い
くつか挙げると
①シーカヤックは以前に日本の川
でのカヌー経験が生かせ、現地の
人から上手と言われてすこし嬉し
い気分になりました。
②今回誘われるまま射撃を体験しました。西部劇やアクション物を映画やＴＶで
見るのと違い、手に受ける反動と音の大きさに驚きと怖さ、最終的には男のＤＮ
Ａが騒ぐのか自分が興奮していました。
③髪の少ない自分にとって、ウイッグを着ける事と同じ位髪を染める事に勇気がい
りましたが、結果は女性の方々から若くなったと言われ、恥ずかしい嬉しい経験に
なりました。
④８泊の内、客室を３回変われたこと。Ａ棟６階、４階、Ｂ１とだんだんグレード
が上がった感じで、すごく満足しました。
⑤中華料理、日本料理、何が原因か不明ですが、嘔吐と下痢で数日悩まされ、結
果ドクターの世話になり点滴を受けました。何もしないでゆっくり過ごせという教
訓か、今ではなぜか良い思い出になりました。
次回は半分遊び、半分ゆったり過ごしたいと思います。

セブの旅 感動と感謝

初めてのセブ旅行、別世界へ来たかの様に感激しました！
パンダノン島やボホール島観光、マリンスポーツ等も堪能しました

さよならパーティーで、格好良くポーズ！ セブ島に夢の様な旅行が出来
て皆様に感謝、次回は半分遊び、半分ゆったり過ごしたいと思います

人生観が変わるセブ島 出発日２月７日（８泊９日）
会員歴６ヵ月　平澤さん 初めてのセブ旅行

初めてのセブ６日～１５日の１０日間
友人の結城さんに誘われ、漸く休みが
取れたのでセブ島へ！「百聞は一見に如
かず」で実に充実した休暇でした。とい
うのもコーラルポイントリゾート、カモ
テスリゾート、ＪＷＢホテル、バディア
ンゴルフリゾートとすべて廻らせていた
だき見聞しましたが、これだけの事業と
現地人の雇用を抱えて、なおかつ会員
にサービスする行方会長の精神には驚
きました。又、結城さんはとても面倒見
が良く、ご一緒された皆さん（宮内さ
ん、三木さんは２回目）とも和気あいあ
いとして旅行出来た事に感謝申し上げ
ます。８日はボホール島に高速船で２
時間、（船内は冷房が効き過ぎて寒かっ
た。日本とは１時間差）バクラヨン教
会、チョコレートヒル、メガネザル、大蛇
なども見ました。船でロボク川を下りな
がら途中現地人のダンス等、滝を見な
がら船上のバイキング、生バンド演奏

で日本の歌なども披露してくれました。１０日の夜から合流した小林ご夫妻と翌日から上記
の４リゾート施設を廻りました。海水もきれいで空気も美味しいし、マリンスポーツ（パラセ
ーリング、バナナボート、シーウォーカー）も初めて体験し、この３点セットに付くバイキング
料理も美味しかった事。ここのプールでも泳ぎ、コーラルポイントリゾートのプールでも暇さ
えあれば朝早くから泳ぎました。カモテス島までは小型の船で約２時間半、日焼け防止に完
全装備で行きました。途中イルカがダイビングしているのも見ました。バディアンゴルフリゾ
ートでは昼食後、浜辺で貝拾いなどしていると、小さな多くの「カニ」が素早く走り回る様子
がとても可愛かった。マゼラン記念公園、ダンスホール、オカマショーにも行き大いに楽し
みました。デパートではショッピングしながら全員で足裏の角質取り体験などもしてさっぱ
りしました。さよならパーティーではスタッフの皆さんが踊るディスコダンスも盛大で、汗か
きの私は頭から汗が流れ落ちました。ダンスの先生でもある小林さんはドライバーのナル
ドさんと踊りだしたらスタッフ一同、一瞬一歩引いた感じで見ていました。膝が痛くて遠慮
されていた宮内さんも最後には一緒に踊りだして本当に良かった。皆で楽しみました。その
後、全員マッサージを各お部屋で受けて、帰国に備えました。現地ならではの新鮮な果物も
ジュースも食事も大変美味しく頂きましたが、日本から持ち寄ったお米、蕎麦、素麺、梅干、
海苔、お茶、味噌汁等でほっとする食事もありました。長野県から来た方々にりんごと梅干を
差し入れて頂き、とてもおいしかったです。又時間がつくれたら行きたいところです。ガイド
さん、ドライバーさん、メイドさん達には大変お世話になり本当に有難うございました。

人生観が変わるセブ島！ これから皆で、シーウォーカー、パラセ
ーリング、バナナボート、シーカヤック、ビーチシュノーケルです

雪深き我が家を発ち南国へ。「う
わぁ」すべてが新鮮で感動！コー
ラルポイントリゾートの６階から
望む真っ青な海、又朝は海から
の日の出が素晴らしい。これはま
さにパンフレットの通り、南国情
緒で心身共にリフレッシュ出来ま
した。毎日車窓から見る子供、人
の多さ、夜でも遊び回っている子
供達にびっくりしました。そして
「羨ましいなぁ」と連発していまし
た。犬も牛も鶏も自由に放されて
いる光景に長閑さを感じました。
信号がほとんどなく譲り合って、
人も車も混雑の中をぬって横断しているのに驚きました。道路に「モミ」が干
してある光景を見、５０年前の自分の子供の頃にタイムスリップしたようで
した。念願だったシーウォーカーで海底の世界を楽しみ、おとぎの国か竜宮
城にいる気分でした。又パラセーリングに乗り、鳥になったようで友と２人で
「ここに幸あり」を歌って青い海空を眺めていました。時を忘れ、年を忘れ、こ
の２つに挑戦出来た事、話の種が出来嬉しい。夢の様な日々は、あっと言う
間に通り過ぎてゆき、書ききれない程の楽しい思い出を心のポケットいっぱ
いつめてずっと大切にあたためてゆきたいと思います。快く出してくれた家
族、私達のお世話をして下さった鈴木さん、小林さん、ご一緒された方々のお
陰です。現地のスタッフの皆さん、運転手さん、ラチさん感謝感謝です。どう
もありがとうございました。雪深き 信濃発ちて 南国へ マクタン空港 摂氏２
８度

心身共にリフレッシュ出来ました！ シーウォカーで
魚の群れに 囲まれて しばしの間 夢ごこちなり

さよならパーティーは盛大、皆で楽しみました！ マッサージ
に癒され、果物は美味しく、マリンスポーツも初体験でした

夢の様な日々は、あっと言う間に！ セブ島の エメラル
ドグリーンの 海に入り 優雅な気分に 浸りておりぬ

出発日３月１日（５泊６日）
会員歴３年　桑原さん

出発日３月１日（５泊６日）
会員歴１年１０ヵ月　坪根さん

出発日３月６日（９泊１０日）
会員歴１年８ヵ月　真壁さん
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以 前 か ら セ ブ 島 の お 話 を 伺
い、いつかは行ってみたいと思
っていましたが、今年３月で定
年退職となる機会に休暇を取
り、家内と二人でセブ島を訪れ
ました。現地で先に出発してい
た４名の方と合流し、６人で毎
日行動をともにしました。まず
驚いたことが、海、空の美しさ
です。コーラルポイントリゾー

トを始め、バディアンゴルフリゾートの美しさは言葉に表せません！本
当に感動しました。今回どうしてもやりたかったことがマリンスポーツ
です。シーウォーカーで魚達との触れあい、バナナボートでのスリル、
パラセーリングでの空の散歩は自分が鳥になったような気分でした。
夢のような５泊６日でした。最後の日のさよならパーティーでは大いに
盛り上がり、時間の経つのを忘れてメイドさん達と踊っていました。明
るく元 気 なメイドさん達 に、元 気をもらい ありがとうご ざ い ました 。
又、近 い 内 に ぜ ひ セブ 島 に 行きた いで す。スタッフの皆さんありがと
うございました。

元気をもらったセブの旅、最高の思い出になりました！ 海、空の美しさ
には本当に感動しました。又、近い内にぜひセブ島に行きたいです

バディアンゴルフリゾートで１泊、カワサン滝も満喫！ 市内観光やショッ
ピング、カモテス島ではカツオの丸焼き、ヤシの実のジュースを堪能

去年の４月１５日に１１日間の
旅に出掛け、今年の３月６日に２
度目の旅で前回は３人でしたが、
今回は新しい顔ぶれの３人を加
え６人の旅、１０日間ゆっくりと
のんびりと過ごせました。私は変
形性関節炎で歩くのもやっとなの
に、セブ島に来ると不思議と痛く
なく私の体はセブ島に合っている
様で、もう少し歳をとったら日本
が寒い時半年ぐらいは、ここに住
もうかと思案中です。少しでも筋
肉をつけようと海水のプールに入
り、泳げないけれど足を高くあげ
て歩いたり、プールのふちにつかまってバタバタしたり、去年より数多くプール
に入りました。セブ島は今、マンションや商業施設が数多く作られている一方
で、貧しい人々の生活もありますが、とにかく若い人達が多いので、あと数年で
だいぶ変わることでしょう。それからおみやげを買いにラプラプ公園に行った
時、淡水パールのネックレスを２本とても安く買えましたので、日本に帰ってき
てから１本をばらしてイヤリングとピアスを作ってもらい（１本から１７個も出
来ました）ドライマンゴと一緒に友達に渡したらとても喜ばれ、ちょっと自慢で
した。去年は３人だったのでホテルでの食事でしたが、今回は６人でしたので
サヨナラパーティーを開いてもらい、参加者の中にダンスの先生夫妻がおりま
したので、メイドさん達もいつになく楽しく賑やかに接待してくれて良かったで
す。こう言う時間を作ってくれた会長さん、結城さん、スタッフの皆様本当にあ
りがとうございました。

楽しかったセブ旅行

夢のような５泊６日！ シーウォーカーで魚達との触れあい、バナナボー
トでのスリル、パラセーリングでは自分が鳥になったような気分でした

イヤリングとピアスのお土産はとても喜ばれ、ちょっと自慢でした！
私の体はセブ島に合っている様で、ここに住もうかと思案中です

２度目のセブ１０日間の旅 出発日３月６日（９泊１０日）
会員歴１年７ヵ月　宮内さん セブ島の思い出

南国セブ 雄大なる自然環境に感謝
「前回観ることのできなかった
所へ行きたい」と思いをつのら
せ、まだまだ寒い日本を離れて
セブ・マクタン空港に降り、南国
の風に触れ快適な旅の一歩を
踏み出しました。コーラルポイ
ントリゾートに到着し、ウェルカ
ムドリンクのマンゴジュースは、
やっぱり美味しい～♪若くて明
るいメイドさん達、食事の支度
から洗濯までこまめにお世話い
ただき、気持ちよく過ごすこと
ができました。緑の木々と南国

の珍しい花々を見ながらセブ市内観光、ショッピング、カモテス島でカツ
オの丸焼き、初のヤシの実のジュースをいただきました。バディアンゴル
フリゾートで１泊、カワサン滝で爽やかな風、雄大な海を見渡し、皆さん
と夜はカラオケで盛り上がり、素晴らしい自然とスタッフの皆様に囲まれ
て、のんびりと充実した時を過ごし、コーラルポイントリゾートに戻ると、
海上には虹が「信州では絶対見れないよ～」と思わず叫んでしまうほど綺
麗でした。「私達を歓迎してくれたかのように」とても嬉しい気持ちになり
ました。サヨナラパーティーでは、料理やメイドさん達とダンスを楽しみ、
パワーをもらいました。海の魅力と滋味あふれる食を味わい、土地の底力
を感じた旅となりました。行方会長をはじめ村松理事、会社の皆様、鈴木
統括には最初から最後までお世話いただき、感謝の気持ちでいっぱいで
す。

今回２度目のセブ島６人旅！ サヨナラパーティーではメイドさ
ん達もいつになく楽しく賑やかに接待してくれて良かったです

思いもかけず昨年行ったメンバ
ーと、又一緒に２度目のセブ旅
行に行く事が出来ました。３月
６日成田空港を出発！現地では
私と同じ名前のミキさんとナル
ドさんが出迎えてくれました。同
じミキなので、みんなで間違える
から「ミッキーマウス」とガイド
さんを呼ぶ事にして、その足でフ
ィリピン料理を食べてコーラル
ポイントリゾートへ。マンゴジュ
ースを頂き、オイルマッサージ。
次の日は朝からプールで泳ぎ、
市内でショッピング。翌日は、ボ
ホール島へ行きターシャと会ったり、チョコレートヒルに登ったり観光を満
喫し（雨に降られたがこれも想い出）１０日は、小林さん御夫妻と合流し、カ
モテス島、ＪＷＢホテル、バディアンゴルフリゾートにも行き、４つの施設を
見学する事が出来ました。シーウォーカーに挑戦したり、パラセーリングも
巨大落下傘に操られ、海上を一望する景色は鳥になったような気持ちにな
り、バナナボートでは子供の様にはしゃぎ、この歳で？楽しむ事が出来最
高！！マルコポーロホテルではランソーネス、マンゴスチンの果物を食べる
事が出来、幸せな気分にさせて頂きました。足裏マッサージやデパートでの
ショッピングも出来、靴を沢山買って３人の娘や孫達が大喜び！！今度は娘
や孫達もいつか連れて来たいなと密かに思いました。ガイドさん、メイドさ
ん、ドライバーさんお世話になりました。６人で最後のさよならパーティー
も楽しかったです。ありがとうございました。

楽しかったセブ旅行、さよならパーティーも楽しかったです！
今度は娘や孫達もいつか連れて来たいなと密かに思いました

パーティーでは大いに楽しみパワーをもらいました！ 海の魅力と
滋味あふれる食を味わい、土地の底力を感じた旅となりました

幸せな気分にさせて頂きました！ ４つの施設も見学、ボホール
島観光やマリンスポーツにも感動、すべてに最高！！でした

出発日３月６日（９泊１０日）
会員歴１年４ヵ月　三木さん

出発日３月１０日（５泊６日）
会員歴５ヵ月　小林さん

出発日３月６日（７泊８日）
会員歴８年７ヵ月　松尾さん
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昨年、孫達の春休みにセブ旅行を
計画し、いざスタンバイの時、家族
の都合で中止になってしまった。あ
れから１年、７泊８日で息子の嫁
さんと孫息子孫娘、夫と５人でや
っと実現できた。今回で私達夫婦
は３回目なので、嫁さんと孫が行
きたい所、やりたい事を中心にガ
イドのシャローンと相談し、超ベテ
ランドライバーさんに身を預け毎
日楽しく過ごした。孫達は朝からプ
ールに海と泳ぎ、朝食を頂いて毎
日の行程をスタート！バディアンゴ
ルフリゾートへ行き、カワサン滝の

竹のイカダに乗りスリルを味わった。インペリアルパレス・ウォーターパーク・リ
ゾート＆スパで大型スベリ台、ちょっと怖かったが楽しくすべれた。プール、海と
遊び、昼食のランチ美味しかった。ボホール島では、３年前は眼鏡猿のターシャ
も手のひらに乗せて遊べたが、今回は保護されており木陰で眠っていた。奇形奇
岩のチョコレートヒルは緑色、山焼きをしていた。竹の吊り橋も２本になり行きと
帰りは別々、セブの夜景も美しかった。シーウォーカー、パラセーリング、ジェット
スキー、バナナボートと孫達はパラセーリングがスリルあり面白かったと・・・。無
人島でのバーベキュー、珊瑚礁の海で魚と戯れた。買物も沢山し、孫達はペイント
等をし自分のお土産が出来た。孫娘が３月２４日に誕生日で、朝田さんよりバー
スデーケーキを頂き皆で祝った。お別れパーティーも楽しかった。今回、孫達とゆ
っくり楽しむ事ができたのは、ワールドビッグフォースタッフの方々のお陰と感謝
致します。又家族で再びセブに訪れる事を夢見て・・・。

孫娘が誕生日で皆のお祝いに感動！ カワサン滝の竹のイカダに乗り
スリルを味わい、ボホール島観光も満喫、セブの夜景も美しかったです

セブ島が大好きです！ 滝くぐりや山のぼり、ボホール
島観光にマリンスポーツ、またいきたいとおもいました

私は前回４年前に４泊５日で行
き、今回は２度目のセブ島です。主
人と総勢７名、朝４時起きで長野
の家を出発！いざ成田空港へ・・・。
私達夫婦ともう１組のご夫婦は結
婚５０年の金婚式記念旅行で、３
月６日～１３日までの７泊８日と
少しゆっくりの滞在で行って来まし
た。セブ・マクタン空港へと日本を
離れ上空機内から見る雲海、セブ
に近づく夕焼けの美しさ、太陽が
沈む夕陽、何とも言えない景色に
魅了し、いよいよマクタン空港に着
陸し、空港から出ると先に行ってい
た統括の鈴木さんとガイドのラチ
さん、ドライバーのベルナルドさん
（５年前も同じ）が出迎えていまし
た。コーラルポイントリゾートへ直
行到着、メイドさん達のお出迎えでＡ棟６階へ！大好きなマンゴジュースと生マ
ンゴをいただき、主人と初めてのステキなＷベッドでバタンキュ～ZZZ。１日目は
終わり。２３４５６７８日目と一日一日が過ぎた。カモテス島へは向かい風だっ
たので３時間も船に揺られ乗って島に着き、青い海を見ながら野犬と一緒に大
きな焼き魚を食べたり、ヤシの実汁を飲んだりした。島の住民の生活ぶりを目の
当たりに深いものを感じた。ボホール島では手の平に乗る位小さなターシャ（メ
ガネザル）というサルを見、チョコレートヒルという不思議な山に行き堪能し、マ
リンスポーツのパラセーリングでは、ものすごく高く飛び上がって青い空の上は
静かで風も無く、ふんわりと浮かんで青い海を一望し楽しかったぁ～。バディアン
ゴルフリゾートで１泊し踊ったり、日本のカラオケを歌ったり楽しく一夜を過ご
し、翌朝カワサン滝まで大分歩き、勢い良く落ちている滝を見、清涼感に浸り癒さ
れました。大型ショッピングモールで買い物をしたり、フィリピン料理を美味しく
食べたり、とても楽しく過ごした８日間で最後の夜のパーティーもメイドさん達と
踊りまくり、とても楽しい７泊が終わりました。素晴らしい思い出の記念日になり
ました。ラチさん、ベルナルドさん、メイドさん、スタッフの皆さん本当にお世話
になりありがとうございました。

金婚記念を兼ねた感動のセブ旅行

家族で再びセブに訪れる事を夢見て・・・！ 孫達は朝からプールに海
と泳ぎ、パラセーリングがスリルあり面白かったとお気に入りでした

素晴らしい思い出の記念日になりました！ 最後の夜のパーティ
ーもメイドさん達と踊りまくり、とても楽しい７泊が終わりました

セブでの記念旅行 出発日３月６日（７泊８日）
会員歴６年８ヵ月　西村さん ３度目のセブ旅行

初めてのセブ旅行
ぼくは、初めて海外旅行へいき
まし た 。７ 泊 ８ 日と いう長 い
日々をおじいちゃん、おばあち
ゃん、お母さん、妹、ぼくで過ご
しました。セブ島では、いろいろ
な事がありました。ある日は滝を
くぐり、またある日は山へのぼ
り景色をみました。セブ島で一
番心にのこったのは、パラセー
リングです。最初はふあんだっ
たけれど、やってみると、そんな
こわくはありませんでした。ほ

かにも、バナナボートやシーウォーカーなど、どれもおもしろい物ばかり
でした。ボホール島では、めがねザルをけんがくしたり、写真をとったりし
ました。とってもかわいかったです。初めての海外旅行でいろいろしんぱ
いだったけれど、ガイドの人がやさしくせっしてくれたりして、とってもあ
んしんしました。ぼくがコーラルポイントリゾートにくれば、コーラルポイ
ントリゾートのメイドさんたちが笑顔でむかえてくれたり、うんてんしゅさ
んは、どこへでもつれていってくれたりしました。ぼくはそんなセブ島が
大好きです。またいきたいとおもいました。セブ島のガイドさん、うんて
んしゅさん、メイドさん７泊８日というみじかいあいだでしたが、いろい
ろおせわになりました。ありがとうございました。

２度目のセブは結婚５０年の金婚式記念旅行！ カモテス島やボ
ホール島観光、パラセーリングでは青い海を一望し楽しかったぁ～

金婚の祝いにと西村さんに誘
わ れ 参 加 をしまし た 。主 人 も
余り行く気 に ならず 私 が 説 得
した 旅 、そ れ は 想 像 以 上 に 楽
しい 一 生 の 思 い 出となりまし
た 。金 婚 記 念 を兼 ね た 感 動 の
セブ 旅 行 、天 候 にも恵まれ 市
内 観 光 等 楽し み まし た 。２ 日
目 は カ モ テス 島 へ 、船 で ２ 時
間 ３ ０ 分 程 、昼 食 を い た だ き
す ばらしい 海 の な が め 。３ 日
目はパラセーリング、空に上る
迄ドキドキ、鳥になった気分！
年も忘 れ 童 心 に 返った つもり
で思う存分楽しみました。シーウォーカーは重い潜水具をかぶり海底
の魚達と一緒に記念撮影、いろんな魚達がウヨウヨでした。だが捕まえ
ようとしても捕まりませんでした。４日目はボホール島へ、チョコレ ー
トヒルやターシャを見学、ここもすばらしい景色に感動しました。５日
目は買い物をしたり、道教寺院等を廻り市内見学。６日目はバディアン
ゴルフリゾートへ、こちらで１泊。７日目は最後の買い物、孫達のみや
げにドライマンゴを沢山買い求めました。楽しい時間を本当にありが
とうございました。無事に家路にもどれた事、多くの仲間、皆様のおか
げだと感謝しています。益々の会社の発展を祈願申し上げ、セブを後に
しました。ガイドさん、ドライバーさん、メイドさん、スタッフの皆様本
当 にありがとうござ いました。あっと言う間の８日間の旅でした。又行
かれる日を楽しみに頑張りたいです。

あっと言う間の８日間、童心に返り思う存分楽しみました！ パラセー
リングはドキドキ、シーウォーカーでは魚達と一緒に記念撮影しました

セブ島で一番心にのこったのは、パラセーリングです！ バナナ
ボートやシーウォーカーなど、どれもおもしろい物ばかりでした

金婚記念を兼ねた感動のセブ旅行！ カモテス島やボホール島観光、
市内観光に買い物と想像以上に楽しい一生の思い出となりました

出発日３月６日（７泊８日）
会員歴１年２ヵ月　長澤さん

出発日３月２１日（７泊８日）
会員歴３年１１ヵ月　小林さん

出発日３月２１日（７泊８日）
会員歴３年１１ヵ月　小林さん


