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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12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い合せ下さい。
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１月４日・５日・１３日、２月１１日、３月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）

会     報
平成26年1月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、身に余る御厚情を賜り、心より御礼を申し上げます。
お陰様でワールドビッグフォーリゾートは、大自然との共生をテーマとした

リゾート開発、そしてセブ島の環境整備推進を通じて、大変ご満足頂けますよう充実しても
参りました。此れも偏に、会員様一人ひとりの心温まる御愛顧の賜と厚く御礼を申し上げます。
新年を迎え、会員皆様にとって更なる夢と希望に満たされる環境づくり、社会貢献を創造する
企業理念に、社員一同、尚一層精進して参る所存でおります。これからも相変わらぬ御支援
御協力を賜りますと共に、会員皆様の益々の御健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げます。
昨年、フィリピン・ボホール島で発生致しました震災、また、レイテ島での台風災害に
於きましては、皆様にとりましても大変ご心配のことと存じ上げます。会員様より
多大なる悲しみのお言葉、また寄付金を募って下さればと、ご要望も多数頂戴
致しましたが、弊社では、業務内容の関係上、控えさせて頂きます事を
ご理解、ご了承下さい。ご希望の方は、大変恐縮では御座いますが

災害支援・寄付金募集団体等に直接お問い合わせの旨
手続きを済ませて下されば幸いに存じます。

会長　行方　栄治

＜編集後記＞
あけましておめでとうございます。新年も、華やかに彩るワールドビッグフォー究極のリゾート！昨年中
は、たくさんの会員様より素晴らしいセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。今年も更に充
実した、笑顔溢れる会報をお届け致しますので、セブ島へのご旅行の際には、是非セブ旅行体験談でのご
参加もお待ちしております。今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。尚、新年は１月６日（月）より通常
業務となります。
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コーラルポイントリゾート

カモテスリゾート

セブ島から最上級のおもてなし
成田からおよそ４時間半のフライトで満喫でき
るセブ島。エアポートを出るとプラカードを持っ
たワールドビッグフォーのガイド・ドライバーが、
会員の皆様の到着をお待ちしております。
セブ島の心地よい風と穏やかな大海原を一望で
きるマクタン島最上級の別荘コーラルポイント
リゾートへご案内致します。今年も素敵な南国
の休日をお過ごし下さい。

セブ島へ訪れると、まず目に飛び込んで
来るのが現地の子供たちの明るい笑顔。
美しい自然と海に育まれながら生きる
純朴で陽気な人々の暮らしを垣間見ることも、
セブ渡航の楽しみのひとつです。家族や年
配者を敬う国民性は、どこか懐かしい昔の
日本を思わせる温かな情景に溢れています。

マクタン島の北端に優雅に佇むコーラルポイントリゾート
豪華絢爛 13 ユニット・10 リビング・寝室 27 部屋を所有

安らぎの空間に包まれる
気品のある広い室内

セブ島で発見する
人生の豊かさ

❶. 昨年１２月に成田―セブ間の毎日運行と直行便増発も始まり、
益々賑わいを見せるセブ国際空港　❷. ミネラル豊かな温泉効果
のある海水プール　❸. 格調高いスペシャルビラのエントランス
❹.Ａ棟２階の広々としたテラス、往来する船をゆっくり眺めるのも
楽しい　❺.Ａ棟６階から眺めるメインプール  ❻・❼. 特別な時間を
もてなすＡ棟４階ワイドリビングルーム (９７畳 )・寝室 (３０畳 )

珊瑚礁の海に包まれた究極のリゾート
雄大なる自然と一体になれる癒しの楽園
広大なる330万坪の敷地にリゾートハウス5棟を完備

❶・❷. 大海原を臨むリゾートハウス
Ｂ棟・寝室　❸. 珊瑚礁を走るバン
カーボート　❹・❺. サンフランシスコ
市の病院・理工大学　❻. ソリソリ祭
りの様子　❼. 屋台に集まる子供達
❽・❾. カモテス島の生態系を守る
真水を湛えたダナオ湖・神秘的な
秘境の洞窟

夢と希望に満ちた４つの施設
ワールドビッグフォー究極のリゾート

手付かずの自然が残るカモテスリゾート、スタービーチ

美しい自然のカモテス島
五感で感じる大自然からの恵み

コーラルポイントリゾート
こんにちは。私達が炊事
洗濯など、皆様のお世話
をさせて頂きます！

メイドスタッフ

沢山の動植物が生息するカモテス島ダナオ湖周辺には、
先住民の生活を支えて来たカモテス固有のアシの葉
「ソリソリ」が生い茂り、美しい自然や生息する様々
な野鳥を観察するバードウォッチャーの心を刺激して
くれます。人口４万４千人のサンフランシスコ市では
毎年３月、大地の実りを祝うソリソリ祭りが催されます。
色とりどりの衣装に身を纏って踊る子供達の笑顔に島
民の心豊かな生活を窺い知る事が出来ます。

バディアンゴルフリゾート

新年を迎え大富豪の別荘で
きらめくリゾートライフ
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自然と一体になれる秘境の楽園

海を臨む大パノラマで至福のひととき
セブ本島西側の町バディアンまで車で2時間。珊瑚礁
の海を見渡せる穏やかな平坦コース。バディアンゴルフ
リゾート。市内の喧騒から離れ、ゆっくりとセブの滞在
を満喫したい方にお勧めのリゾート。全長6621ヤード、
18ホール、パー72。レストラン、プール、プライベート
ビーチ、展望露天風呂、カート、貸しクラブあり。
海を臨む大パノラマのマッサージルームも完備。

マイナスイオンのシャワーを浴びに滝つぼまで３０分の快適な散歩道。
カワサン滝はバディアンでもっとも人気のある観光名所です。セブでも名高
いリゾート地として知られるバディアンはセブ島きってのダイビングポイント
でもあり、近隣のモアルボアル・ペスカドール島では様々な海洋生物を観察す
ることができます。中でも(魚の保護区)フィッシュサンクチュアリには、より多
くのサンゴやそこに群れる色とりどりの魚やジンベイザメ、何万匹もの鰯の大
群なども観察でき、毎年大勢のダイバーが夢をかなえに訪れています。

ホテル新館 14 室、保養所 6室を完備するバディアンゴルフリゾート

１８ホール・シーサイドゴルフコースを完備

プールの前はプライベートビーチ リハビリに適した温暖な気候 清潔で開放的なレストラン

海の見えるゴルフ場
ゆっくり自然と戯れる究極のオアシス

セブ島は『生物の宝庫』

世界有数のダイビングスポット
カワサン滝トレッキングも楽しい

❶・❷. 大海原を臨むプール・展望露天風呂　❸. 遮るものが何
もない大パノラマが広がるホテル新館の外観　❹. 快適な滞在
を約束するホテル新館ツインルームの清潔な室内

楽しさ溢れる豪華５６室
マリンスポーツは勿論、リハビリ施設を併設した
総合レジャーホテルでセブの魅力を一挙に満喫

全室オーシャンビュー
子供も大人も楽しめる多彩なレジャー施設
セブ屈指のリゾートが集まる最高のロケーション
総合リゾートＪＷＢホテルでは、シーウォーカー、ジェットスキー等のマリン
スポーツ全般は勿論、スキューバダイビングのライセンスも取得できます。リ
ゾートショップやレストラン（無料ＷｉＦｉ）、バー、スポーツジム、エステな
どの娯楽施設も充実。セブ市へのアクセスも便利なので、市内観光もマリンス
ポーツもどちらも一緒に楽しみたい方にピッタリ。またここ数年で注目されるセ
ブのリゾートウェディング。ありきたりでないオーダーメイドの式が低価格で実
現でき人気です。さらにＪＷＢホテルでは体に優しいセブの温暖な気候を利
用して、遊びながらリハビリができるリゾート施設としてもご利用頂けます。長
期の滞在も可能な体験入居のご案内も実施しております。
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バディアンゴルフリゾート

JWBホテル
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１０月３日から２年半ぶり、６
泊７日の２度目のセブ旅行。セ
ブ・マクタン空港では、ガイドの
ラチさんと運転手さんに出迎え
ていただき、夕食を済ませコー
ラルポイントリゾートへ。翌日は
市内観光とショッピングを思う
存分楽しみ、３日目はボホール
島へ、見渡す限りの不思議なチ
ョコレートヒルの世界を眺め、
可愛いターシャにも再会、南国
の景色に目を奪われながら、ゆ
ったりロボク川クルーズと生バ

ンドを聞きながらバイキング、可愛い子供達も印象的だった。４日目は念
願のパラセーリングに挑戦、大空をゆったりと鳥になった気分で最高！そ
の後ＪＷＢホテルにてエステ、足の先から頭までスッキリ！リフレッシュ！！
満ちたりた至福の一時でした。５日目はバディアンゴルフリゾートへの快
適ドライブ。翌日はカワサン滝へ、ライフジャケットを着用し、イカダでも
のすごい水量の滝の中へ。水圧で痛い、息も出来ないパニック状態、正に
滝修行。終わった後皆で “バンザイ”達成感は最高でした。セブの市街は
益々活気づき、車の往来も増え、相乗りタクシーに多勢乗り込み、市場は品
物があふれ、人でごったがえしている。沿道には人と動物がゆったり自由
に生活している。女性４人のわがまま旅にお付き合いいただいたガイド
のラチさん、運転手さん、メイドさん、ありがとうございました。沢山の思
い出が出来ました。

満ちたりた至福の一時、沢山の思い出が出来ました！ ボホー
ル島観光やエステ体験、パラセーリングにも挑戦しました

セブの圧巻の大自然、島民の純朴な国民性に真っ青！ 人間の快楽本能
をくすぐる魔性の魅力、旅の第一選択肢は「先ずセブ島ありき」でＯＫ

結婚３５年記念のフルムーン
旅行にと、思い切って４泊５日の
ワールドビッグフォーセブリゾ
ートに 夫と共 に やって 来 まし
た。フィリピンは雨季に入って
いるにもかかわらず、この５日
間はお天気も良く、最高に快適
な 日々を 送ることが 出 来 まし
た。事前の知識は何もなく、フィ
リピンの国の様子も知らないま
ま、多少の不安を胸に入国した
私たちでしたが、まず出迎えて
くれ たガイドのリサさんの優し
さにホッとし、超過密交通状況の中をすり抜ける運転さばきのドライバ
ーさんに感動し、コーラルポイントリゾートまで着きました。大勢のかわい
いメイドさん達に出迎えられ、案内されたお部屋の素晴らしいこと！日常と
は掛け離れたゴージャスな空間とサービスに「本当に来て良かった」と、
主人共々幸せ気分に浸りました。それはまだまだ序の口で、滞在中の中
３日間、ショッピング、島巡り、サロンでのリラックスタイム、セブ料理を
始めとする美味な珍しいお料理、どれも最高の甘みと香りのフルーツ、そ
して今までに味わったことのない美味しいアイスクリーム！沢山堪能させ
ていただきました。フィリピン、セブ、マクタン、ワールドビッグフォーあり
がとう！まだまだ発展途上であるフィリピン国民の皆さんの幸せを心か
ら願います。

心身共にいやされて

色々な体験叶った６泊７日の欲張り旅、カワサン滝では正
に滝修行！ 終わった後皆で“バンザイ”達成感は最高でした

「本当に来て良かった」と、主人共々幸せ気分！ ５日間はお天気
も良く、最高に快適な日々を送ることが出来ました。セブありがとう

セブありがとう 出発日６月１９日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　春日さん 色々な体験叶った欲張り旅

「珠玉の時間がたおやかに流れる」それがセブだ！
旅の醍醐味を満喫する条件、それは
「何処へ行くか？ではなく、誰と行く
か？」である。これは７０歳の私が趣
味として来た長い旅行人生で一貫し
て主張して来た旅のポリシーであり
ます。旅は即ち「誰と行くか」が最優
先課題であり「何処へ行くか」の旅の
目的地は第二選択肢でありました。
しかし今般セブ島を訪れてみて、こ
のセオリーを大幅に修正しなければ
ならない時がついに来たか、の感し
みじみ・・・。私は今回が初めての参
加、同行メンバーは計６名、ほとんど
の方が初対面。どちらかと言うと私
は「人見知りの激しいヘンなおっさ
ん」タイプ人間。しかし滞在した７泊
８日で、それはそれはみんな打ち解
けザンマイ、１０年来の旧知の間柄

を更に超えて「刎頸の交わり」に近い高密度の人間関係が構築できました。その背景
にあったもの、それはセブの圧巻の大自然、島民の純朴な国民性、コーラルポイント
リゾートのメイドさんの心温まる日本人も真っ青なおもてなし、更に男女を問わず全
ての年代の旅人を歓喜なまでに愉しませるマリンスポーツの充実、そして何よりもエ
ステやダンス、それにカジノなど、人間の快楽本能をくすぐる魔性の魅力がこの島に
は満ち満ちていたから、にほかありません。そうです！セブ旅行に限っては「誰と行く
か」の同行者選択は初対面者同士でも全く異論ナシ。旅の第一選択肢は「先ずセブ
島ありき」でＯＫ、この際、「誰と行くか」は、セブに限って第二選択肢に降格されても
何の問題はありません。但し、これは私にとって旅のポリシーを見直す、自分史の大
事件ではありますが・・・。いつもの仲間よし、ファミリーもよし、恋人同士は更によし、
勿論夫婦もよし、それに一人旅だって、いやいや、見ず知らずの者同士だって即竹馬
の友。すべての旅人を分け隔てなく受け入れ、それこそ旅の初心者も、エキスパート
も、人それぞれの旅の価値観を大きく覆す「珠玉の歓喜と悦楽の時間がたおやかに
流れる」まさにそんな卓越した安堵空間がこのセブには限りなく拡がっています。こ
ころを込めて「ありがとうセブ島、そして同行の仲間たち・・・」

結婚３５年記念のフルムーン旅行！ 滞在中はショッピング、島巡り、
美味な珍しいお料理、フルーツ等沢山堪能させていただきました

待ちに待ったセブ島へ３０分遅
れて成田を出発。足のケガで行
きそびれて、６年ぶり４度目の
セブは道路が整備され、大きな
建物が多くなった感じ。４人の
メンバーでパラセーリングとＪ
ＷＢホテルのエステ、海岸での
バーベキュー。今回はバディア
ンゴルフリゾートで１泊し、カワ
サン滝ではいっぱいの滝に打
たれ修行？パニック状態でした。でもマイナスイオンがいっぱいです。道中
青く澄んだ川の流れの両岸に大きなヤシの木といろいろな花とのコラボは
心をいやされました。パラセーリングは是非やりたいと思いチャレンジして
みました。「恐いなぁ～」と思ったけど鳥になった一瞬です。ボホール島へは
初めて、田んぼがたくさんあり、かかしがあり、走る道路にはみ出してお米
が干してありました。車がよけて走ります。のどかですネ！食事しながらロボ
ク川下り、日本の歌を歌ってくれて楽しかったです。子供たちのイベント踊
り可愛かったです。いっぱい走ってくれてガイドさん7日間ありがとうござ
いました。セブの海は何回行っても青くきれい、大事にしたいです。

マイナスイオンがいっぱいカワサン滝、パラセーリングにもチャレ
ンジ！ セブの海は何回行っても青くきれい、大事にしたいです

「珠玉の時間がたおやかに流れる」それがセブだ！ こころ
を込めて「ありがとうセブ島、そして同行の仲間たち・・・」

６年ぶり４度目のセブは心身共にいやされました！ 初めてのボホール島
では食事しながらロボク川下り、日本の歌を歌ってくれて楽しかったです

出発日１０月３日（６泊７日）
会員歴１２年　中村さん

出発日１０月３日（６泊７日）
会員歴５年６ヵ月　新さん

出発日１０月９日（７泊８日）
会員歴５ヵ月　中村さん
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初めての海外、僕はドキドキし
ていた。正直、海外は少し不安だっ
た。だが、実際行ってみると日本
にはな い 空 気 や 建 物 を 見 て、
「あぁセブについに来たんだ」と
実感した。まずセブで やったこ
とは 島 巡り！夜 に 空 港 に つ い
て、そのままコーラルポイントリ
ゾートに行ったので、外の様子
がまったく分からなかった。ま
ず、驚いたことは信号があまり
ないこと。みんな車はスレスレ

で通っていって、凄いビビッた。あともう一つ驚いたことは、どこへ行っても
人が多いこと。暑苦しかったけど、東京よりマシだった。次はパンダノンア
イランドに行った。バスケをやっている人に会い「H e y ! Y o u !カモン ! 」と
言 わ れて、初 めて外 人とバスケをやった 。「い や ～ やっぱり外 人 強え
え・・・！」でも点を決められてよかった。凄い楽しかった！次はダイビン
グ！やってみて思ったことは、テレビで見るのと全然違った。凄い新世界
だった！見たことのない魚やサンゴ・・・。もう凄い大興奮でした。本当にフ
ィリピン・セブ島に来れてよかったと心からそう思った。家族のみんなで
楽しめたのでよかった。また行きて～よ！！また連れて行ってほしいです！
以上！

初めての海外、大興奮のセブ旅行！ 家族のみんなで楽しめた
のでよかった。また行きて～よ！！また連れて行ってほしいです！

カモテス島に初上陸、今回の旅行で一番良かったかな！
エメラルドグリーンの海で泳ぎ、ジプニーで島内見学もしました

２ ０ 年 ぶりの 海 外 で「 ワクワ
ク」「ドキドキ」飛行機の中は、
ちょっと迷惑なくらい・・・盛り
上がっていました。着いてすぐ、
飲茶のお店に入り外国気分を
満喫し、さぁ～コーラルポイン
トリゾートへ！すばらしい部屋
で、５人で毎日違う部屋へ泊ま
りました。２日目は、市内観光と
ショッピング。夜には、知り合い
の方と「さよならパーティー」を
合同で開いてもらって、とっても
楽しかったです。３日目は、近く
の島へバーベキュー。久しぶりに水着になり、海の中へ入りました。最初
は恥ずかしかった水着姿も、魚を追うのに夢中になり、あっという間に時
間が過ぎて行きました。４日目は、午前中にシーウォーカーをしたのです
が、あんなに楽しみだったのに、不覚にも気分が悪くなってしまい、先に
上がらせてもらいました。「まさか、この私が・・・」とビックリしましたが、
部屋に戻らせてもらって、お昼にソーメンを作ってもらい、皆さんに迷惑
を掛けてしまい申し訳なかったです。せっかく来たのだからと、具合が悪
いながらショッピングにハロハロを食べ、アメージングショーを観て楽し
みました。毎日、ガイドのシャローンさんやドライバーさんに遅くまで付き
合ってもらって、本当にありがとうございました。又、リーダーとなって、ま
とめて下さった丸山さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

心に残るセブ旅行

パンダノンアイランドではバスケ、凄い楽しかった！
「いや～やっぱり外人強ええ・・・！」でも点を決められてよかった

市内観光やショッピング、アメージングショーも楽しみました！
知り合いの方とのパーティーもとっても楽しかったです

２０年ぶりの海外 出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　日山さん 初めての海外、大興奮のセブ旅行

初めてのセブ島
８月１６日から８日間で娘と初
めての海外旅行です。セブ・マク
タン空港に着くとガイドのリサさ
んとドライバーのナルドさんが
出迎えてくれました。早速フィリ
ピン料理を食べ、コーラルポイ
ントリゾートに着くと、玄関で大
勢のメイドさん達が出迎えてく
れて大変感激です。宿泊はＡ棟
６階の部屋でとっても豪華でし
た。翌朝、ベランダから見た景
色は素晴らしく『南国の海！！』に
感動しました。美味しい朝食後
はシーウォーカーとパラセーリ
ング、午後はシューマートでショ
ッピングです。１８日は道教寺
院、マジェラン・クロス、サンペ

ドロ要塞とＪＷＢホテルのエステサロン “オーラ”でエステ体験。１９～
２０日はカモテス島に一泊です。エメラルドグリーンの海で泳ぎ、ジプニ
ーで島内見学。翌朝は日の出をビデオに収め、カモテス島の思い出が一
番良かったかな！！また帰りに食べたバナナの焼き菓子も美味しかった。２
１日はマンゴー工場、サント・ニーニョ教会、ネイルアート、足裏エステ、
マクタン島のカジノ、すべてが初体験でした。バカラをフィリピン人の男性
と一緒に賭けさせてもらい、勝った時は嬉しかったな！！最終日前日、可愛
いメイドのメルナさんとトネットさんを連れてコーラルポイントリゾートの
施設とプール巡り、ビラのプールは素敵でした。午後はラプラプ公園、そし
て本場のハロハロを食べてからマウンテントップスに夜景を見に行きと
っても綺麗でした。最後の晩餐は、ウォーターフロントセブシティホテル
でバイキングをご馳走になり、又々カジノに行き一年後のリベンジを心に
誓った。無事に娘との海外旅行を終えることが出来、楽しい思い出が作れ
たのもスタッフの皆様のお陰です。有り難うございました。

２０年ぶりの海外で「ワクワク」「ドキドキ」外国気分を満喫！ 近くの
島へバーベキューと海水浴、あっという間に時間が過ぎて行きました

会 員 に なってまだ ４ヵ月の 私
が、セブ旅行に参加する事にな
って、自分でも驚いています。決
まった早々、キャリーケースを
出してルンルン気分で荷造りを
始めました。海の中を魚と一緒
に戯れてみたいな！うっとりする
ようなマッサージを受けてみた
いな！おいしい果物もたくさん
食べたいな！たくさんの期待感
の中で旅立ちました。思ってい
た通り、すばらしい旅となりまし
た。青い海に浮かぶ美しい島々、ヤシの実、バナナ、ジャックフルーツのた
わわに実る路地、プルメリア、ブーゲンビリア、ハイビスカス、様々な蘭の
花々の咲き乱れるお庭、どれを思い出してもステキな１ページです。そし
て送り迎え、お洗濯、島巡り、パーティー、至れり尽くせりの心のこもったおも
てなし、感謝です。帰りの飛行機の中、隣に座った笑顔のステキなビジネスマ
ン？とてもステキな香りで、ついウットリまどろんでしまいました。旅のし
めくくりの心の休日となりました。こんなすばらしい旅の機会を私に下さ
った皆様、ありがとう。そして、お世話して下さったスタッフの方々ありがと
う。是非近いうちに、お友達と訪れたいなという希望を胸に、旅を終える事
ができました。ありがとうございました。

青い海に浮かぶ美しい島々、咲き乱れる南国の花々を満喫！
お友達と訪れたいなという希望を胸に、旅を終える事ができました

スタッフの皆さんと記念撮影です！ 無事に娘との海外旅行を終える
ことが出来、楽しい思い出が作れたのもスタッフの皆様のお陰です

心に残るセブ旅行、至れり尽くせりの心のこもったおもてなしに
感謝！ すばらしい旅、どれを思い出してもステキな１ページです

出発日６月１８日（７泊８日）
会員歴１１ヵ月　清水さん

出発日８月１２日（４泊５日）
会員歴１年　内藤さん

出発日８月１６日（７泊８日）
会員歴７年６ヵ月　長滝さん
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生まれて初めて、母と二人旅でし
た。成田なら、セブ島まで直行便
があるのに、あえてボクは母に
頼んで名古屋からマニラ経由で
セブ行きを選びました。将来の
為、経験しておきたかったから
です。これは、乗り継ぎの為とは
言っても、台風の季節も重なり、
予想以上のアクシデントに見舞
われました。長時間労働で心身
共に疲れていたボクに、１１日

間もリフレッシュの時間を許してくれた妻に感謝します。射撃、闘鶏に行き
ました。闘鶏では客同士で大声を交し合っていて、静まり返ったら闘いが
始まり、あっという間に１羽がダウン。涙目の母と一緒では４戦が限界、本
音は一番楽しかったし、もっとやりたかった。射撃は、まったく飛ぶ弾は見
えず、１５発中５発が的らしきに当たっていた。海で泳ぐ事は一度だけ
だったが、母とプールで泳ぎ少しのハンディはつけたものの、競争して
負けたのには悔しかった。シーウォーカー、パラセーリング、バナナボー
トでは、大はしゃぎの母を見て、本当に一緒に来れて良かったと思いまし
た。ガイドのシャローンさん始め、メイドマネージャーのアイリーンさん、エン
ジェルさん、運転手さん、大変お世話になりました。仕事も頑張り、又リフ

１１日間もリフレッシュの時間を許してくれた妻に感謝！
闘鶏や射撃等も体験、又リフレッシュに行きたいです

感動のセブ、別荘気分でまた行きたくなっている今の私です！
夜のショーは衝撃、お別れパーティーでは、まさに青春でした

今 回 は 母と子 供 ２ 人との ４ 人
旅です。前回親しくなったガイ
ド のラチさん を お 願 いしてい
たので約８ヵ月振りの再開でし
た。さぁ何して遊ぼうかとラチさ
んと相談の結果、ジンベイザメ
と泳ぐ、エステ、海で遊ぶ、買物
などをメインに決めました。さ
てジンベイザメに本当に出会え
るのか？前日にバディアンゴル
フリゾートのホテルに宿泊し、
オスロブのジンベイザメ餌付け
の海に行きました。ジンベイザメは朝食にやって来るとの事。多いときは
１００頭にものぼるのだそうです。私達は小舟で沖に出て、シュノーケル
で海に入りました。深い所でしたが、底まで見える美しさ。そこに５ｍ余り
のジンベイザメが手の届く所にいるのです。人を恐れる様子もありませ
ん。コバンザメもくっついています。模様も小さな目もエラもハッキリ見
えます。大きすぎて全体像が解らない程です。それが大きな口を開け、アミ
を吸い食べるのは圧巻です。私達の小舟の周囲には３頭来ました。大迫
力の映像を見ている様でしたが、本当に海中で一緒に泳いでいるので
す。父の持たせてくれた新品の水中カメラで写真もたくさん撮りました。
感動で叫びたいのですが口がきけません。ウーウー言うだけです。すばら

すべてが楽しかったセブ旅行

母と二人旅！ シーウォーカー、パラセーリング、バナナボートでは、
大はしゃぎの母を見て、本当に一緒に来れて良かったと思いました

今回もステキなセブでした！ ジンベイザメ餌付けの海へ、大きす
ぎて全体像が解らない程、大迫力の映像を見ている様でした

ジンベイザメと泳ぐ 出発日８月１８日（４泊５日）
会員歴６年７ヵ月　高野さん 生まれて初めて母と二人で

感動のセブ
迎えてくれたのは雄大なコバルト
ブルーの海。来たんだ！夢に描いた
セブ。初めてのセブへの旅は興奮
で前日は全く寝られず、５時間の
空の上ではすっかり眠り込み、
気づ いたらセブでした。不安と
憧れの未知の世界セブ。セブ・マ
クタン空港にはガイドさんが迎え
に来てくれていて、一気に不安は
吹き飛んだ。ムワッと来る熱気、
暑い！！まさしく南国です。まずの
衝 撃 は 夜 のショーで す。「男な
のか？女なのか？わからないでシ

ョー」は、まばゆいばかりの美女揃い。女の私でも惚れてしまいそうないい女。
軽やかなダンス、足さばき。我らツアーの仲間も２人、リンボーダンスのお招き
あり、手に汗握り応援した。美女の誘導に男性陣はもうメロメロ！天候には恵
まれ船上バイキングは食べきれない程のご馳走。涼しい風に吹かれながらの
遊覧は最高です。パンダノン島でのヤシの葉の屋根の下のバーベキューとビ
ールの旨さ。思わず飛び込んだ海、沢山のマイナスイオンと癒しを頂きまし
た。４泊５日の行程を巧みな日本語で案内して下さったガイドのシャロー
ンさん、坂道では手を引いてくれる等、細かい心遣いありがとう。最終日前日の
お別れパーティーでは、メイド、ガイド、運転手の皆さんと、我々もついつい
うかれてダンス！ダンス！汗びっしょり！心はまさに青春。ベリーグッドナイ
ト！！大盛り上がりのうちに最後の夜はふけてゆきました。ありがとうセブ。半

８ヵ月振りのセブ、今回は母と子供２人との４人旅！ ジンベイ
ザメと泳ぐ、エステ、海で遊ぶ、買物などをメインに楽しみました

今 回 は ２ 度 目 の セブ で 、今 回
もとっても楽しむことができま
した 。私は今回、フルーツスタ
ンドに毎日のように通って、新
鮮 で 甘 ～ いフル ーツをたくさ
ん食べました。特に気に入った
フルーツはマンゴスチンです。
おばあちゃんに「おいしいよ！」
教えてもらって食べてみると、プ
ルプルの果肉で、本当においし
かったです。やはり、セブに行っ
たら日本では味わえないフルーツを食べるべきだと思いました。そして今
回は初めてスパに行ってみました。お母さんと、おばあちゃんと私で受け
たのですが、着替えの服がとってもかわいくて良かったです。私が一番良
かったと思うのは足のマッサージで、むくみがすべてとれて、ツルツルに
なりました。そして、ミルクバスでは、ちょうどいい温度で肌もスベスベに
なりました。疲れがすべてとれました。スパで一番心に残っているのは、体
のマッサージをしてもらったときに、おなかもマッサージしてくれたので
すが、それが、まだ子供の私にはくすぐったくて、大きい声で笑ってしまいま
した。でも、スパは初体験で、本当に気持ち良かったです。海もとってもきれ

海もとってもきれいなので、大満足のセブでした！ 初体験の
スパでは足のマッサージが最高、本当に気持ち良かったです

パンダノン島でのバーベキューとビールの旨さは最高！ 思わ
ず飛び込んだ海、沢山のマイナスイオンと癒しを頂きました

すべてが楽しかったセブ旅行、マンゴスチンに感激！ やはり、セブに
行ったら日本では味わえないフルーツを食べるべきだと思いました

出発日８月１８日（４泊５日）
会員歴６年７ヵ月　高野さん

出発日８月２０日（１０泊１１日）
会員歴３年１ヵ月　稲葉さん

出発日９月６日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　山寺さん


