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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～

￥５,４５０円
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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 成田空港税込み）

会     報
平成26年6月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
心身健やかに笑顔を育むセブ島は大自然の宝庫。

何度でも渡航したくなってしまう魅惑の環境は、健康管理を目的とした

旅行者も増加傾向にあり、フィリピン政府でも海外移住希望者の受け入れ態勢を

柔軟に対応、高齢者にも優しい癒し安らぐ環境開発の更なる向上を目指しております。

心身の好変化も体感できる、絶大なる大自然治癒力効果を是非皆様も堪能してみては如何

でしょうか。溢れる笑顔は元気の源！掛け替えのない健康づくりにどうぞお役立て下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、海外旅行が初めての方は勿論

渡航する程に笑顔になれる、幸福に満たされたひとときをお気軽にお寛ぎ下さい。

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

＜編集後記＞
心に残る最高の思い出づくりもセブ・究極のリゾートで！１年を通して温暖な気候は湿度も低く高齢者
にも優しい環境、皆様の渡航日を選びません。またマリンスポーツや観光等は勿論、ご家族やご友人
との触れ合い、そして大切な記念すべき日として最高の思い出づくりにも最適です。いつでもフレンド
リーに過ごせるセブ、是非皆様も笑顔溢れるご旅行を思う存分にお楽しみ下さい。尚、ご不明な点、ご
質問等ございましたら、お気軽に当社担当までお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　

（注）帰国日が７月２１日、９月１５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。
①上記料金は平成26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

南国の優しい環境に包まれるワールドビッグフォー究極のリゾート
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１月１０日成田発セブ島へ！初め
てのセブに夕方到着。ものすごい
雨と風、サンゴ 礁 の 海 は 青 黒く
残 念 の 一言、こんな日が４日間
続きました。でも案内の朝田さ
んが見事な計らいで、楽しく幸
せな６日間を過ごす事が出来ま
した。日本での私は毎日忙しく、
休む暇もなく過ごしておりまし
た が、風 雨 の お 陰で 神 様 に お
礼！ここから６人、仲良し仲間の
楽しい珍道中の始まり。年齢合
計４４７歳、若い方５７歳、年
長９４歳の皆様方、年を忘れ大
はしゃぎの６日間、雨に感謝の

スケジュール御覧下さい。１０日、風雨の中、南国のヤシの木の中を通り抜
けセブ料理を満喫。コーラルポイントリゾートに戻り、体が温まるオイルマ
ッサージ、極楽極楽。１１日朝、又雨！でも朝食のマンゴジュースの美
味しかった事。昼からデパートに行きマニキュアと足マッサージ。１２
日、カジノで楽しみ社交ダンス→マルコポーロホテルでバイキング。帰り
道でマンゴを買いコーラルポイントリゾートに帰りマッサージ。その後の
マンゴが美味しかった事。１３日は、エステで特別コース→マンゴ工場で
土産を買い、その夜、朝田様６０歳、竹岡様９４歳の誕生日会と大変楽し
い晩餐会。１４日曇、舟でパンダノン島に渡り海で泳ぎ、昼は焼肉パーテ
ィー、帰りの海は大荒れ。夜は中華料理で満足、その後、オカマショー、そ
して素敵な男性とダンスパーティーで６日間が終わりました。サンゴ礁の
美しい海には出逢えませんでしたが、美味しい食事と豪華なコーラルポイ

楽しく幸せな６日間を過ごす事が出来ました！ エステやマニキュア、
社交ダンスにカジノ、パンダノン島では海で泳ぎ楽しかったです

心も身体も癒されるセブ島！ 「いってらっしゃい」とお別れの時にかけてく
れた言葉を忘れずにまた「ただいま」と何度でも帰りたくなるセブ島です。

想像以上のセブ島でした。通訳
さん、運転手さんが迎えに来て
下さり、快適にセブ島旅行がス
タート。言葉の壁、地理の壁が
無く、行きたいところにスムーズ
に連れて行って下さるので安心
して滞在する事が出来ました。
いろいろな 国 に 行っています
が、今までの海外旅行では味わ
う事のないような楽な旅行で、
日本に居る時のような感覚で過
ごす事が出来ました。何をする
時も、何処に行く時も、通訳の
方と運転手の方が一緒でした。セブの友人と会っていた時も、予定時間
以上話し込んでしまったのですが、態度一つ変えずに「大丈夫ですよ」と
言って待っていて下さり、友人との楽しい時間を過ごさせて頂きました。
２日目は島に渡りました。船に乗る時のサポートが万全で、安心して船に
乗り込む事が出来ました。ハシゴを渡りきるまで、手を取ってサポートし
て下さり素晴らしい対応でした。船の操作も波がある時には減速して下さ
り、楽しく船で島に渡れました。島に渡ってバーベキューも楽しく、食べ
きれずにもったいないと思うほどでした。最終日の前日には、マルコポー
ロホテルのランチをご馳走になりました。雰囲気の良いステキなホテル
でのランチは格別でした。マンゴが美味しくて何度もお願いしました
が、嫌な顔もせず「また持って来ましょうか？」と言って下さいました。セブ

毎年行きたい！！セブの魅力

満足な初セブ旅行でした！ 美味しい食事と豪華なコーラルポイント
リゾート、毎夜贅沢なマッサージ等々、誕生日パーティーも最高でした

次回は、もっと長く滞在しようと思いました！ 今までの海外旅行では味わう事
のないような楽な旅行で、皆さんが親切で心地良く過ごす事が出来ました

ゆったり豊かな時間 満足な初セブ旅行でした

心も身体も癒されるセブ島
日常の忙しさを全て忘れようと
思い切ってセブ島に弟夫婦と飛
び立ちました。セブ・マクタン空
港に着くと、台 風 ２日目という
ことでコーラルポイントリゾー
トでも窓に打ちつける風雨にゆ
っくり眠ることができませんでし
た。ところが、翌日からは真っ青
に晴れ渡る空、どこまでも広が
るコバルトブルーの海が目の前
に広がり、その美しさに感動し
っぱなしでした。市内観光のあ
とのマッサージには心も身体も
癒されました。３日目のマリンス

ポーツのシーウォーカー、バナナボート、シーカヤックと生まれて初めて体
験することばかりでした。その楽しさに興奮し「なんて素敵なところセ
ブ！！」と叫んでいました。心の底から笑い転げました。４日目はナルスア
ン島へのバンカーボートでの夢のような船旅でした。サンゴ礁の海はどこ
までも透き通っていて、その美しさは今もはっきりと目に焼きついていま
す。２０数年ぶりに海に入り、子供のようにはしゃいで泳ぎ、笑い、この世の
楽園にいるようでした。大海原と一体感になれるようなコーラルポイントリ
ゾートのプールでも私達だけの専用プールのように、思いっきり泳ぐこと
ができました。安全運転をしてくださったフランシスドライバーさん、いつ
もにこやかにガイドしてくださったミキさん、お世話をしてくださったメイ
ドさん達本当にありがとうございました。「いってらっしゃい」とお別れの

ゆったり豊かな時間、想像以上のセブ島でした！ 島に渡ってバーベキュー
も楽しく、マルコポーロホテルのランチをご馳走になり、マンゴも美味でした

５回目、行けば行く程好きにな
る。その理由を私なりに分析して
みた（普段は表に出ない心のセリ
フ付）。まず信州の寒さから解放さ
れる（あったか～、風が気持ちいい
～、やっぱ私は夏女だぁ～）。南国
の美しさがたまらなく好き。赤い朝
日、朱色の雲、たそがれに映えるヤ
シの木、色とりどりの花と植物、エ
メラルドの海は心を穏やかにし多
彩なブルーが人の意識を拡大させ
る。食物は何を食べても幸せを感じ
る味（行った仲間がいいのか、いつ
飲んでも地ビールがうまっ！！）。朝食前の４時間は最も優雅な極上のひととき。
太古のリズムを刻む波の音色の中で祈りと瞑想を捧げヨガ三昧、神聖なる時間が
流れる。夜はざわめきとトキメキ。マッサージ天国、ショータイム、カジノで今回
は５千円儲かった。マリンスポーツもいいが、ダンスはセブが一番です！若いダ
ンサー皆エネルギッシュで陽気（キャ～！英語でほめられるって快感♡）。次々に
誘いにくる。うかつに踊れば、あとで全員のチップを払わされる（ええ～っ？！き
いてないヨ、早くそれを行って下さいよ朝ちゃん(´･ω･`)来年は白いシャツの先
生、私の専属でお願い♡）。セブは前世の楽しい仲間達と出逢う所。シンプルな旅
も、ぜいたくも思いのまま。１０日間のセブを許してくれたら、私は年中無休でＯ
Ｋ．雨も台風も関係なし。それくらい活力、生命力を蓄えられる所。素敵！刺激的！
ドラマチック、島全体がパワースポット。陰と陽が交わりあい聖と俗のバランスが

毎年行きたい！！セブの魅力、島全体がパワースポット！ 陰と陽が交わりあ
い聖と俗のバランスが絶妙にとれるところが私にとって最高の魅力です

「なんて素敵なところセブ！！」と叫んでいました！ シーウォーカー、バナナ
ボート、シーカヤックと生まれて初めて体験、この世の楽園にいるようでした

５回目、行けば行く程好きになる！ 南国の美しさ、食物は何を食べても幸せ
を感じる味、マッサージ天国、ショータイム、カジノ、ダンスはセブが一番です

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴９年３ヵ月　山嵜さん

出発日１月１０日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　藤森さん

出発日１月７日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　石嶋さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　中野さん
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早朝、林の中から聞こえてくるニ
ワトリの声・・・、日本では考えら
れない不思議な時間の中で目が
覚めて・・・。ベランダに出ると
丁度太陽が昇るタイミング、波
もない静かな海で、小舟にのり
朝日を背に仕事する漁師さん、
時間は静かに静かに流れるセ
ブの海。マンゴジュースをいた
だきながらの朝食「今日の予定
はどうしようか？」コーラルポ

イントリゾートでゆっくりしていたい方、マッサージがてらショッピングす
る人、私達は午前中ゴルフ、午後はマッサージかショッピングに行こうかと
自由組。日本は今、冬に向かって北風を感じている頃、私達は日本では考え
られない気候の中で汗を流しゴルフです。少し日差しが強い位の中での
ゴルフでした。元気でいれば、こうしてゴルフも楽しめて、健康のありがた
さを身に感じました。次回はもう少し上達して来たいものです。楽しい時
間と言うのは早いもの、もう帰りの準備。さよならパーティーでは、自分の
子供の様なメイドさんとダンスして、いつまでも若くいたいものです。次

「何度行ってもセブはすばらしい」いつまでも若くいたいものです！ さよなら
パーティーでは、自分の子供の様なメイドさんとダンスして楽しみました

今年の正月は親子３人で念願のセブ行きが叶いました！ コーラル
ポイントリゾートは噂通りの素晴らしい施設で、優雅に滞在しました

１ 月 ３ １ 日 か ら ５ 日 間 、３ ０

年 ぶりの 海 外 旅 行 が 実 現しま

し た 。セブに着いた日は台風が

来ていて、外はすごい雨が降って

いました。コーラルポイントリゾー

トに 着 くま で の 外 の 景 色 は 、

少々驚くもの がありました。２

日目 の 市 内 観 光 、３ 日 目 の シ

ーウォー カ ー 、４ 日目 の ボ ホ ー ル 島 へ の 観 光 は 、とても 思 い 出 に

残るも のとなりまし た 。そ れと無 理 を 言って 市 内 の ス ー パ ー へ の

買 物 も 実 現 出 来 まし た 。そ れ もドライバ ー さん 、ガ イド さん の お

か げ で す。今 回 挑 戦 出 来 な かった パラセ ーリング を 次 回 は 必 ず や

ろうと心 に 決 め 、再 度 セブ 旅 行 に 行 ける日を楽しみ にしな がら、仕

事に励みます。ワールドビッグフォー の 皆 様 に 感 謝、感 謝で す。

ワクワクドキドキ セブ初体験

今日の予定はどうします？そんなのんびりとした時間の流れです！ 私達は
ゴルフを満喫、次回を楽しみに感謝の気持ちいっぱいで帰って来ました

今回挑戦出来なかったパラセーリングを次回は必ずやろうと心に決め、
再度セブ旅行に行ける日を楽しみにしながら、仕事に励みます

３０年ぶりの海外旅行 「何度行ってもセブはすばらしい」

正月 セブへ
思いがけず、親子３人でのセブ
行 き が 叶っ た 今 年 の 正 月。夕
刻 、南国のセブ・マクタン空港
へ降り立ちました。ガイドさん、
ドライバーさんにピックアップ
してもらい夕食はフィリピン料
理。コーラル ポイントリゾート
Ａ棟６階は噂通りの素晴らしい
施設で、２人のメイドさんにお
世 話 に なり優 雅 に 滞 在しまし
た。翌日は市内観光（ラプラプ

の公園・道教寺院・カルボンマーケット・サンペドロ要塞・ＳＭショッピン
グモール）、そして初めてのスパ、夕食は中華レストランへ。３日目、バン
カーボートに乗って島巡り、島でのバーベキュー、そして再びセブ市街へ。
４日目、娘はダイビングへ。私達はマンゴ工場、ギター工場へ。イタリア
ンの昼食後、再びスパへ。夕食はシャングリラホテルのバイキングへ繰り
出しました。本当に充実した時間を楽しむことができました。これもガイドの
ミキさん、ドライバーのベルナルドさんが居てくれたおかげですね。彼女
は若いながらも機転がきいて、私達の希望を聞いて、アポ取りから交渉、
注文支払い等々、すべてをサポートしてくれました。そして、ちょっとおち

３０年ぶりの海外旅行が実現！２日目の市内観光、３日目のシーウォーカー、
４日目のボホール島への観光は、とても思い出に残るものとなりました

夕方到着のセブ・マクタン空港に
ガイドさん、ドライバーさんの人
懐っこい笑顔に出迎えられ期待
に胸がふくらむ。地元フィリピン
料理の夕食は「こんなに食べら
れるかなぁ～」と思ったが、地元
のビールと共に完食した。滞在
中、イタリアン、韓国ビビンバ、
飲茶等いろいろ食べたが、どれ
も完食、毎日美味であった。コ
ーラルポイントリゾートのかわ
いいメイドさん達が作ってくれ
るマンゴやパイナップル、バナ
ナのフレッシュジュースも甘く
て最高。到着した翌日のＴＶで日本の大雪を知り、長野の家族の雪かき
の大変さに常夏の島より思いを寄せ応援した（ホント？）。市内は若者、子
供があふれていた。これからますます発展することを願う。セブに来たらマ
リンスポーツで遊ばないとね！パラセーリング、シーウォーカー、バナナボー
ト、シュノーケルをつけて魚と泳いだり、童心に返って遊んだ。そして圧巻は
オスロブの海で「ジンベエザメ」と泳いだ事。海中で見ると迫力満点！サ
メにはノータッチ、タッチすると罰金があるそうだ。もうひとつはカワサ
ン滝でイカダに乗り、豪快な滝に打たれた事。スリルがあって、痛楽しい！！
次回はボホール島に行ったりハロハロを食べたり、ゴルフを楽しみたい。ス
タッフの皆さんには大変お世話になった。そして同行した経験豊かな先輩
方、初体験の私に気を遣っていただき感謝です。その素晴らしき体験を私
も誰かに伝えていきたい。

カワサン滝ではイカダに乗りスリル満点、食事も最高でした！ 次回は
ボホール島に行ったりハロハロを食べたり、ゴルフを楽しみたいです

本当に充実した時間を楽しむことができました！ 市内観光や島巡り、
マンゴ工場、ギター工場にも行き、娘はダイビングも楽しみました

ワクワクドキドキ セブ初体験！マリンスポーツに大満足、
圧巻はオスロブの海で「ジンベエザメ」と泳いだ事です

出発日２月７日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　浦野さん

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴１４年１１ヵ月　池上さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　互井さん

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　大脇さん
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仕事に追われる日々の中で、小
林さん夫婦から誘いをいただき
私にとっては初めての、主人に
とっては２度目のセブ旅行が実
現しました。出発前夜は期待と
興奮の為一睡も出来ず、出発の
朝を迎えました。小林さん夫婦
に御縁を結んでいただいて、松
本の大口さん、市川さん、丸山
さん 、高 山さんと総 勢 ８人の
６日間の旅が始まりました。成
田を午後出発、セブ・マクタン
空港へは３０分遅れて到着。食
事を済ませコーラルポイントリ

ゾートに案内されたのは夜でした。２日目市内観光、この夜台風が接近、
雨風が強く夜中フロアの中が水浸し、小林さん夫婦は朝まで水の排水に
追われ一睡もせず、私達夫婦はその騒ぎも知らず爆睡していました。スタッ
フの皆さんはとても親切で、ガイドのリサさんはどんな要望にも応えてく
れ感激でした。シュノーケリング、パラセーリング、トップスの夜景、夜景
を見ながらの食事、スタッフの皆さんとのパーティー、どれをとっても楽し
く幸せな時間でした。トップスの夜景を見ながらセブの人々の生活向上と
幸せを祈らずにはいられない気分になりました。御縁を結んでいただい
た小林さん夫婦、大口さん、高山さん、丸山さん、市川さん感謝申し上げ
ます。又いっしょにセブを訪れたいと強く思います。スタッフの皆様、ワール
ドビッグフォーに併せて感謝申し上げます。

総勢８人の６日間の旅！ シュノーケリング、パラセーリング、トップ
スの夜景、パーティー等、どれをとっても楽しく幸せな時間でした

セブの旅は私へのプレゼント！ ナルスアンでバーベキューに感激、
海には色とりどりの魚達、珊瑚礁の海がとても素晴らしい最高です～

姉夫婦と１月１７日から２３日ま
での６泊７日の旅。姉からは台風被
害で大変なのでキャンセルしたらと
連絡がありましが、こんな時こそ行く
べきだと説得し実現しました。聞け
ばコーラルポイントリゾートのメイ
ドさんの身内にも被災された方々が
８人もいると聞き、親戚から夏のＴ
シャツ等をかき集め、池上さんから
の依頼された衣服も携え出発しまし
た。１月のセブは滞在初日から低気
圧の影響で５日目まで日が差さず、
海には白波、強風と誠に残念な気候
でした。でも、雨はあまりなく５日目
のパンダノン島ではフィリピンらしい
青空が出て、姉夫婦にも面目がたち
ました。行く前から“青い空、碧い海”
と写真を見せながら強調していたの
で・・・。
フィリピンの子供は本当に純粋、無垢、可愛い、目が輝いている。６０年前の自分も
貧しい日本で、裸足で遊び、川遊びをし、桑畑の紫色の“ぐみ”を食べていた・・・。そん
な光景が浮かんできました。ヤギも犬も鶏（闘鶏）も牛も猫もみんな一緒に生きて
いる。人間だけでなく動物も同じように生活している心優しい人々との思いを新たに
しました。
今回のスケジュール
 １月１７日　到着後 マリバゴグリルで夕食
　　１８日　ＪＷＢホテル見学・セブ市内観光・道教寺院・トントン（マッサージ）
　　１９日　バディアンゴルフリゾート カワサン滝で筏乗り・夜、にわかコンサート
　　２０日　バディアンゴルフリゾート ゴルフ
　　２１日　カオハガン島 「オプショナルツアー」キルトの島・シュノーケル・トント
ン　　
　　２２日　パンダノン 白い砂浜で貝拾いとバーベキュー
　　２３日　帰国 機上からコーラルポイントリゾートが見え、ボホール島が復興し
たら、  　　　　　また来るぞ！と想いつつ帰途
最後にお世話になりましたワールドビッグフォーの関係者の皆様にお礼申し上げま
す。

感動感激のセブ旅行

私にとっては初めての、主人にとっては２度目のセブ旅行が
実現！ 御縁に感謝して、又いっしょにセブを訪れたいと強く思います

ボホール島が復興したら、また来るぞ！ 市内観光や島巡り、
カオハガン島観光ではシュノーケリングも堪能しました

今回４回目のセブ旅行 御縁に感謝して！

セブの旅は私へのプレゼント
御縁を頂いてワールドビッグフォ
ーに出合い、毎年セブへの旅行さ
せて頂き今回で３回目。昨年５月
に訪れた時は３４度ととても暑
かったので、今年は１月３０日か
ら５泊６日の日程。日本の秋の様
で良い季節に訪れたと思いまし
た。出発日は向かい風が強くセ
ブ・マクタン空港に１時間３０分
近く遅く成りましたが、真赤な夕
陽が私達を迎えてくれました。今
回は、まずのんびりとした旅行を
したいと望んでいたので、翌日は
朝食を済ませてから、ゆっくり準
備をして出発出来ました。市内観
光にマッサージとショッピング、

又二日目の夕方から台風に遭遇して夕食を皆で作って、おぞう煮、御飯、漬物
と日本食をコーラルポイントリゾートで食べ、こういう計画もとても良かった。
翌日は台風も去って素晴らしいお天気、風と雨の音で少々寝不足でも気分は
最高！！波も静かになり船で１時間位のナルスアンでバーベキュー、長い桟橋
を歩き下の海には色とりどりの魚達、珊瑚礁の海がとても素晴らしい最高で
す～。訪れるごとにどんどん変わって行くセブの街。８ヵ月前、何本もぶらさ
がっていた電線が太くて長い電信柱に変わり、道路も広くなりつつ工事中が
多かった。両脇にゴミも少なく街もきれいになった様、行きかう車も新しい、
時々高級車も。セブの街が急ピッチで発展してきている様で、今度訪れる時
はどんなになっているのか、とても楽しみです。又、いつも旅行の手続きや計
画等をして下さる小林様御夫妻、高山さん色々と有難うございました。ワール
ドビッグフォーが益々発展されますように。

今回４回目、６泊７日のセブ旅行！ バディアンゴルフリゾート
ではゴルフを堪能、カワサン滝では筏乗り楽しみました

フィリピンの台風被害をニュース
で知り「こんな大変な時期に観光
に行くのは申し訳ない」と急いでキ
ャンセルの連絡をしました。する
と、同行の弟から逆に「被災地とセ
ブ島は離れているし、我々が宿泊
する所のメイドさんやスタッフの
方たちの中にも実家が被害に遭っ
た人たちもいる。でも、復興に向
けて大変な時だからこそ観光客が
絶えない方が支援にもつながる」
と言われて、それならばと寒い山
国から常夏のセブにひとっ飛び。
セブ島では、ちょうど年に一度のお
祭りの前日で、町全体が活気に溢
れ大変な賑わいでした。何と言っても自然の美しさ、保護されている珊瑚礁のエ
メラルド色の透明感、さまざまな色の花々、そして美味しい果物、人々の笑顔があ
り訪れて良かったと感動しました。街の道路では信号機が少ないのに、車が行き交
い、多くの人、動物、車が上手に譲り合いつつ、大らかで、しかもきちんと安全が保
たれている様子に感動。あれもこれも驚くこと、感動の連続でしたが、島の人々、
とりわけ子供たちの多さとそのバイタリティー溢れる愛くるしさや、ゆったりとし
た暮らし方に大感激。「物」は溢れていても少子化など悩み多き日本と比べ、これ
からのフィリピンの未来に希望を感じました。こうして連日、異なる島々を訪れて
様々な初体験を楽しんで来ましたが、いずれの島も自然環境を保全するための
工夫がされており「人間も自然の一部」という暮らし方をしていました。また、一日
の見学や体験、遊び疲れをゆったりと癒すことのできる広々とした部屋で、メイド
さんたちの温かいおもてなしにすっぽり包まれて至福のひとときを過ごせたこと
に感謝したいと思います。機会があれば「暑いセブ」を体験したいです。

カオハガン島の子供達！ セブ島の自然の美しさ、珊瑚礁のエメラ
ルド色の透明感、人々の笑顔があり訪れて良かったと感動しました

毎年セブへの旅行させて頂き今回で３回目！ 市内観光にマッサージと
ショッピング、日本食を皆で作り、皆で食べ、こういう計画もとても良かった

感動感激のセブ旅行！ 温かいおもてなしにすっぽり包まれ
て至福のひとときを過ごせたことに感謝したいと思います

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴１年３ヵ月　伊東さん

出発日１月３０日（５泊６日）
会員歴４年４ヵ月　中村さん

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴６年１ヵ月　三室さん

出発日１月３０日（５泊６日）
会員歴２年２ヵ月　市川さん
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３年ぶり２度目のセブ旅行、こ
の前の友人と４人で。寒い日本
の気候から暖かい南の島へ６
泊７日の旅行です。セブ・マク
タン空港へ１8時２０分頃に着
きホッとしました。ガイドのミキ
さんが出迎えてくれました。次
の日、朝カーテンを開けると曇
り空の中、とても美しい海の景
色が目に入り感動しました。朝
食の生マンゴとジュース、美味
しかったです。ＪＷＢホテルに行
き、久しぶりに日本の人と会話
をして一息。道教寺院へも行き、
昼は中華料理を食べ、フルーツ

市場に寄って、その後全身マッサージを１時間堪能し気持ち良く体の疲れ
が取れました。ショッピングに出掛け、ちょうど町ではお祭りで賑やかでし
た。射撃の場を訪れて本物の銃は重くすごい音でした。２０日は早朝３時
に出発してジンベエザメがいるオスロブへ、到着後小船に乗ってジンベエ
ザメを見て驚きと大迫力を味わい、大きい口を広げ３頭が寄って来ると、と
ても感動し忘れられない日になりました。バディアンゴルフリゾートのゴル
フ場へ寄り、海を眺め散策をしてゆっくり時間を過ごしました。フルーツ市
場の賑やかさ、人と車で動けずタクシーの車も多くなっていました。夕食は
コーラルポイントリゾートで、ガス台を借りてメイドさん達といっしょに日
本料理を作り美味しく頂き、おむすびなど美味しかったです。鳥の闘鶏も
見て少し鳥が可哀想です。バーベキューも最高で、きれいな海、日本の歌
をギターで歌い癒されました。２度目のマッサージ最高でした。最後にミ
キさん、運転手さん、メイドの方に感謝し有難うございました。

３年ぶり２度目のセブ６泊７日の旅！ 施設見学や市内観光、
マッサージにショッピング等と、とても癒された旅行となりました

本当にあっと言う間の7日間の旅でした！ ジンベエザメウォッチング
では大きなジンベエザメと小魚を見る事が出来感動と感無量でした

成田を３０分遅れて出発。２度
目のセブに中３日間の予定を
あれこれと計画し、楽しみにし
て懐かしさを感じながらセブに
到 着。セブ・マクタン空港でガ
イドさんに出迎えていただき、
コーラルポイントリゾートへ！ス
タッフ皆さんの笑顔にホッとし
ました。２日目はバディアンゴ
ルフリゾートへ４時間かけて連
れて行っていただきました。カ
ワサン滝へ行きたかったのです
が、あいにくの雨が降ってきて、断念！３日目はバディアンゴルフリゾート
を後にしマリンスポーツへ、雨の中２人が楽しみました。その後、待望
のオイルマッサージに連れて行っていただきました。何回でもオイルマ
ッサージはいいですね。４日目、ＪＷＢホテルを見学させていただき、倉
田さんの親切な案内でいろいろお話をお聞きしました。夜は中華レストラ
ンでご馳走になり、無事に友人２人と友人のお父さんと４人楽しい旅行
が出来ました。温暖な気候のセブ、今回は台風が来ていて、風も強く天候
には恵まれませんでしたが、スタッフの皆様のお陰と感謝しております。
マンゴジュース、パイナップルジュース、バナナジュースと毎朝趣向を凝ら
していただき、おいし～い食事もありがとうございました。次は晴れてい
ることを祈り。

楽しかったセブ島

ジンベエザメがいるオスロブへ、驚きと大迫力を味わいました！ 大きい口
を広げ３頭が寄って来ると、とても感動し忘れられない日になりました

何回でもオイルマッサージはいいですね！ バディアンゴルフリゾート
やJWBホテル見学、マリンスポーツ、おいし～い食事も楽しみました

ありがとう！ 「ジンベエザメに会う」

楽しかった
「また来ました！」と心の中でつ
ぶやきながらセブ・マクタン空港
に到着。台風の影響か思ったより
も暑くなく、もう明日はどこへ行
こうかと心がはずむ。コーラル
ポイントリゾートへ 到着、笑顔
で迎えてくれる可愛いメイドさん
「よ・ろ・し・く！」。笑顔が絶えな
い定番の朝食マンゴジュースを
頂くとセブだ。外を眺めると青い
海、波の音、思わず「いいねぇ～」
とつぶやく。１日１日を満喫して
いか な いと我 が 人 生どうなる
か・・・7日間すべて初体験をと心
に決め、ボホール島観光が駄目

と聞いて残念。まず射撃に挑戦、小柄の私には音と圧力で体がうまく対
応できない。的をよく見るが中々的に当たらず、後ろからもっと上にあげて
の声に、あげるとまずまずの１５発中８発、我ながら満足する。次の日は２
時に起床してジンベエザメウォッチング、ライフジャケットを装着して海に潜
るがジャケット着用の為浮き上がる。現地の人に無理矢理潜らされる。舟の
上の見物者の妻達が大笑い、でも大きなジンベエザメと小魚を見る事が出
来感動と感無量でした。NA L U S U AN島のバーベキュー、そして現地の方の
流しは日本語の歌を、日本では考えられない光景に目頭が熱くなる。小魚、青
い海は本当に感動する。お天気にも恵まれて舟の上で日焼けの為寝そべり
少々の日焼け。夕方、セブ市内にあるマルコポーロプラザホテルでの夕食会、
沢山の品々、何から食べるか戸惑う。ワインを頂き肉料理、野菜、プチケーキな
どを頂く。本当にあっと言う間の7日間の旅でした。沢山の関係者様のご好
意に感謝申し上げ、また皆様にお逢い出来る事を楽しみに・・・。

ありがとう！ 無事に友人２人と友人のお父さんと４人楽しい
旅行が出来ました。スタッフの皆様のお陰と感謝しております。

初めてセブ島に連れて行っても
らい不安でしたが、セブへは何
回目かの経験者の友人がいたの
で、とても心強く安心して行く事
ができました。何と言ってもマン
ゴジュースが フ レ ッ シュ で 美
味しかった 。ビールも最高でし
たので、滞在中は毎日飲みまし
た。２日目はコーラルポイントリ
ゾートからバディアンゴルフリゾ
ートまで行きました。綺麗な青
い海、何と言っても寒い日本から
脱出してセブへ来た事はリッチ
な気分になります。夕方は、バデ
ィアンゴルフリゾートから近くの街へ、教会や役所、出店等ガイドさんに案内
してもらいました。そこでジューシーなフルーツを買いました。とても美味し
かった。３日目はコーラルポイントリゾートへ戻り、エステ、ショッピングをし
ました。エステは２日間通いました。全身だったのでリラックスできました。
ＪＷＢホテルにも見学に行きました。素晴らしいリハビリ施設に感動しまし
た。滞在中は天気が悪く少し寒い様でしたが、せっかくセブへ来たので小雨
の降る中、シーウォーカーを体験しました。ラプラプ公園も行き、歴史も感
じました。台風が来ていて風もあったので近くの島でバーベキューとはいき
ませんでしたが、コーラルポイントリゾートで美味しい焼肉と焼き魚、焼きイ
カをご馳走になりました。まだまだセブ島の知らない所を散策したいと思
いましたので、又来たいと思います。同行して下さった友人にはいろいろ
気配り、助けて下さりありがとうございました。ワールドビッグフォーには大
変感謝致します。ありがとう。

何と言ってもマンゴジュースがフレッシュで美味しかった！ まだまだセブ
島の知らない所を散策したいと思いましたので、又来たいと思います

楽しかったNALUSUAN島のバーベキュー、射撃にも挑戦！ 沢山の関係
者様のご好意に感謝申し上げ、また皆様にお逢い出来る事を楽しみに・・・

楽しかったセブ島、リッチな気分を満喫！ 市内観光やショッ
ピング、全身エステは最高、シーウォーカーも楽しみました

出発日１月１５日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　柳澤さん

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴３年９ヵ月　武田さん

出発日１月１５日（４泊５日）
会員歴９年１１ヵ月　上原さん

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴３年９ヵ月　鎌田さん
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今回のセブ島旅行は２回目で
す。１回目に会員の娘さんの結
婚式に参加させて頂き、私も娘
も感動していました。その後私
の娘が結婚し、籍だけを入れて
いましたが、母親として娘の花
嫁姿が見れないのが残念で、母
親の私が後押しをして、この度
セブ島での結婚式を挙げる事と
なりました。娘もチャペルがあ

る式場で、鳩が飛ばせて、尚且つ青い海が見える所と言う事で、ＪＷＢホ
テルで佳き日の結婚式を挙げさせて頂きました。又新潟から会員の友達も
沢山参加して頂きました。皆さんに挙式を盛り上げて頂き、私達親夫婦、娘
夫婦共々心より感謝致しております。ありがとうございました。又、私達の
為にワールドビッグフォーの理事でおられる遠藤様にもお世話になりまし
た事は、心よりお礼を申し上げます。参加して下さった方々からも祝辞を
頂き、若夫婦も喜びの多い結婚と新婚旅行を併せたセブ島旅行になった
と思います。最後にワールドビッグフォーの発展と皆様の健康をお祈りし
ます。

娘の花嫁姿に感激！ 祝辞まで頂き、若夫婦も喜びの多い
結婚と新婚旅行を併せたセブ島旅行になったと思います

“次回はもっと長く来るからね”「シーウォーカー」「島巡り」「お土産
巡り」「カジノ体験」「エステ」「ギター工場見学」等を初体験しました

セブ島は、今回で２度目の旅行
でした。そして、旅行目的は、私
の挙式を挙げる事でした。一度
目は、友人の娘さんの結婚式に
参加して、とても素敵な式で私も
このセブ島のワールドビッグフ
ォーのＪＷＢホテルで挙式をし
たいと思っていました。そして、
２年後の１月末に嬉しくも無事
に挙式の日を迎える事ができま
した。挙式には、両親の友人や
私の友人も日本から参加をして
くれ楽しく、賑やかな式となり、
私の人生で最高の想い出となり
ました。式当日は、天候にも恵まれて、青い海が見渡せるＪＷＢホテルプー
ルサイドのチャペルの式で、日本では味わう事のできない、良い環境での
挙式となりました。参加して頂いた友人やワールドビッグフォーのスタッ
フの方、ＪＷＢホテルのスタッフの方に感謝の思いでいっぱいです。あり
がとうございました。旅は挙式後も続きショッピングやアクアマリンなど
でセブを楽しみました。マリンスポーツでは、シーウォーカーを初体験！両
親と主人、友人家族ときれいな青い海に潜り海底での世界を満喫。穏や
かな環境が流れる中、のびのびと泳ぐ熱帯魚が日々の疲れを癒してくれ
充実した時間となりました。どれをとっても、充実した時間を過ごせまし
た。これもガイドさん、ドライバーさん、メイドの皆さん、スタッフに支え
られて良い旅、挙式となりました。ありがとうございました。

娘の結婚式

今回２回目のセブ島で娘の結婚式！ 皆さんに挙式を盛り上げて頂き、
私達親夫婦、娘夫婦共々心より感謝致しております。ありがとうございました

ショッピングやアクアマリンなどでセブを楽しみました！ シーウォーカー
を初体験、熱帯魚が日々の疲れを癒してくれ充実した時間となりました

セブ島での挙式 娘の結婚式

アッ！と言う間のセブ島旅行
楽しい時間をありがとう。大寒波
の新潟から厚着厚着でいざセブ
へ。我が家夫婦と友達夫婦での旅
でしたが、友達の奥さんは海外旅
行ベテランの女性。片や我が妻は、
海外旅行初体験、見るもの聞くも
の全て初、不安不安で迎えたセブ
島旅行でした。現地でワールドビ
ッグフォーの旗を持ったガイドの
シャローンさんの出迎えでホッと
しました。先ずは夕食をどうする
か？昼食を成田空港でとり、まさ
かの機内でも又食べたため、軽
めの食事を希望したところ、了解。
向かったコーラルポイントリゾー
ト・世界の大富豪の別荘は、パンフ
レットに載っていた写真そのもの

「すごい！」「大きい！」「豪華！」。１階２階どの部屋を使ってもいいと言うので
毎日違う寝室へ移動することにして、早速用意してもらったそうめんをご馳走
にビールでかんぱ～い！その後ガイドのシャローンさんと明日以降の打ち合
わせを行い「シーウォーカー」「島巡り」「お土産巡り」「カジノ体験」「エステ」
「ギター工場見学」と要望を聞いてもらい、更には社会見学にと「スーパーマ
ーケット」まで体験することにしました。寝室は、我が家の小さい部屋ほどあ
るベッドに、昔の王様気分でぐっすりと休むことが出来ました。朝起きれば朝
食ができており、洗濯物は、朝出すと夕方には綺麗に畳んで仕上がっており、我
が妻は、それだけでも良いと喜んでいる。翌日は９時３０分出発、パンダノン島
でバーベキューから行動開始。毎日あれもこれもやりたい観たいの詰め込み
行動は、やはり日本人ですね。もっとゆっくり海を眺めて一日ゆっくり保養を
したいと考えているうちに最後の晩餐会。“次回はもっと長く来るからね”と
ガイドのシャローンさんと約束して、セブ・マクタン空港を後にしました。メイ
ドさん、ガイドさん、運転手の皆さん楽しい思い出をありがとう。

セブ島での挙式、私の人生で最高の想い出となりました！
日本では味わう事のできない、良い環境での挙式となりました

このたび、ありがとうございまし
た。２４年１月、会員さんの娘
さんがセブ島で結婚式を挙げら
れました。私達親子３人でセブ
島に行き、結婚式に出席しまし
た。空気は美味しく、空は青々、
海の水はきれいな所、親子共々
感動しました。その時、娘も「セ
ブ島で結婚式を挙げたいな」と
の事・・・でした。それが今回の
セブで実現となったのです。こ
れもワールドビッグフォー理事の遠藤さんにお世話になり、素晴らしい娘
の結婚式を挙げられ、私達は心から喜んでいます。いい思い出の結婚式で
した。東京から友人、新潟の会員さん皆様に祝福、そして挙式を盛り上げ
て頂き楽しい最高の一日でした。セブ島は本当にいい所です。また私はシー
ウォーカーにも行き、海に潜り、海の底を見てきました。海の底まできれ
いな海でした。最後の夜はお世話になったドライバーさん、ガイドさん、メ
イドさん達とパーティーを催して頂き、一緒に踊ったり、跳ねたり、楽しい
一夜でした。又機会があれば、遊びに行きたいです。ありがとうございまし
た。

娘の「セブ島で結婚式を挙げたいな」が実現！いい思い出の結婚式
でした。又機会があれば、遊びに行きたいです。ありがとうございました

アッ！ と言う間のセブ島旅行、楽しい時間をありがとう！ パンダ
ノン島でバーベキューに感激、皆さん楽しい思い出もありがとう

素晴らしい娘の結婚式を挙げられ感激！ 東京から友人、新潟の会員
さん皆様に祝福、そして挙式を盛り上げて頂き楽しい最高の一日でした

出発日１月２４日（６泊７日）
会員歴２年１１ヵ月　山下さん

出発日１月２４日（６泊７日）
会員歴２年１１ヵ月　山下さん

出発日１月２４日（６泊７日）
会員歴２年１１ヵ月　山下さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴２年　板倉さん


