
ごあいさつ
豊かな人生設計と掛け替えのない健康づくりの場として

セブ島の豊富な自然環境を皆様と共に享受出来ればとの願いから起業致しました。
昨年の７月に記念すべき創立２５周年、そして充実した実りある１年を経て、お陰様で

２６年という輝かしき歳月を迎えることが出来ましたことは、私共にとりましても大変有り難く
会員皆様のご温情溢れるご協力の賜と光栄に存じております。これからも幸福に満たされた
癒し安らぐ環境づくり、人生観も変わる笑顔が絶えない素晴らしいご体験の数々を
お気軽にご満喫頂けますよう、社員一同、誠心誠意精進して参る所存で御座います。
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。
会員様お一人おひとりのご健勝とご多幸を心より祈念致しますと共に、弊社

リゾートへ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

～創立２６周年特別記念～

珊瑚礁の海に包まれた カモ
テスリゾートより
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≪コーラルポイントリゾート≫ 世界の大富豪の別荘 ≪カモテスリゾート≫ 珊瑚礁に包まれた広大なる３３０万

≪バディアンゴルフリゾート≫ ホテル＆ゴルフワールドビッグフォー究極のリゾート
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カモテス島
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バディアンゴルフリゾート
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【本社オフィス】
　

コーラルポイントリゾート

ウォーターフロントエアポートホテル
グラウンドフロアー

最高をもてなす安らぎの空間 大自然との共生

セブ島秘境の楽園リゾート

様々な表情でお迎えする豪華１０フロアー。
想像を遥かに超えた気品のある広い室内には
南国の心地良い風が通い、テラスから望む景
観は極上の開放感に満たされます。

大自然と一体になれる癒しの楽園。　
優しい気候と素晴らしい景観は驚きの
連続！澄みきった大自然と戯れる最高
の時間を思う存分ご堪能下さい。

生きる喜びと感動に包まれる秘密のオアシ
ス。雄大なる大自然がもてなす新発見の
数々に思わず楽しさも広がります。心身共
に癒し安らぐ自然環境は私達にとって最高
の贈り物です。

豪華絢爛な１０フロアー寝室２７部屋を所有する会員専用施設　プライベートをひと際演出するスペシャルビラ・専用プール 美しい景観を一望できるテラス・宿泊施設のリフォームも完了

雄大な景観でプレーを楽しめる
１８ホールシーサイドゴルフコース

珊瑚礁を走る バンカーボート

カモテス海の大海原と融合するプール

コーラルポイントメインプール

Ａ棟４階寝室　５６畳

Ａ棟４階リビングルーム　９７畳

施設紹介

　 見晴らし抜群の露天風呂・ホテル14室と保養所6室を保有絶景が望めるプールサイドにはプライベートビーチも完備　
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今回で３回目になりますが、初
めての皆さんを無事にお連れ
出来るか心配でしたが、セブに
向かって出発でき、あっという
間にセブに到着。ワールドビッ
グフォーの Tシャツを目当てに
向かうとガイドのリサさんが待
っていてくれました。顔を見ると
ハグをしながら「お久しぶり～
ちょっと太ったね」なんて言わ
れ大笑いし安心しました。偶然
にも３回もリサさんにお世話に
なりました。久しぶりのセブは、
町の道も良くなり、新しいビル

も増え驚きました。車窓から風景を見ながら、食事をしてコーラルポイン
トリゾートに向かい、メイドさん達にお出迎えして頂きました。2日目はシ
ーウォーカー体験や中国のお寺、夜にはショッピング、ニューハーフショ
ー、3日目はボホール島でターシャやチョコレートヒルを訪れ、食事は遊
覧船の中で。夜はクラブで歌い、4日目はパンダノン島で真っ青の海を見
ながら、美味しい海の幸を頂きました。帰りにはラプラプさん、夜にはセ
ブの夜景を眺めに行きました。5日目はショッピング、マッサージなど、朝
から晩まで楽しみ、生バンドの皆さんと飲んで踊ってのパーティーで楽し
い時間を過ごし、初めての皆さんにも喜んで頂きました。メイドさん、ガ
イドのリサさん、ドライバーのフランシスさん、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

シーウォーカー体験や中国のお寺、夜にはショッピング、ニューハーフショー、
マッサージ、飲んで踊ってのパーティーなど、朝から晩まで楽しみました

海に潜ってシーウォーカーに挑戦！専用ヘルメットをかぶり、船から階段を
降りて海底へ。ガイドが魚の餌をくれると熱帯魚がごよごよ寄って来ました

私は、フィリピンのセブ島に家
族と行きました。フィリピンに着
いたのは夜だったので、宿泊先
のコーラルポイントリゾートに
向かいました。コーラルポイン
トリゾートに着いて「すごい」と
思ったことのひとつは、部屋の豪
華さ！入り口 がピカピカの “ 金
色の扉 ”だったことです。部屋も
沢山あり、どの部屋で寝るかを選
ぶことができて楽しかったです。
朝起きると、メイドさんが朝食を
作ってくれていました。どれも美
味しかったです。マンゴジュース
が甘くて好きになりました。パラセーリングとシーウォーカーを体験しまし
た。パラセーリングでは、船まで水上バイクで移動したのですが、スピードが
速くてずっと悲鳴を上げっぱなしでした。ゆっくり運転してほしかったです。空
に浮かぶことにビクビクしていましたが、少し時間が経つと綺麗な景色を眺
める余裕ができたので良い感じです。シーウォーカーは呼吸が出来ることに
感動しました。ただ、海の中に入った直後は、耳が痛くて早く帰りたくなりま
した。ここでは魚を至近距離で見たり、上手くいくと触れることが出来ます。
海の中を歩く事にも最初は苦戦しましたが、コツをつかむとピョンピョンと
跳ねながら歩く事ができ、楽しく海底を進みました。今回の旅行は、滞在期間
が短く慌しい日程になってしまいました。セブ島にはまた行きたいと思って
います♪その時は、ゆっくりとした時間を過ごしたいなと思います！

雪の新潟から常夏のセブへ！！

５年振りのセブ旅行！ 偶然にも３回目もリサさんにお世話になり、
再会のハグ！町の道も良くなり、新しいビルも増え驚きました！

パラセーリングで綺麗な景色を眺め、シーウォーカーで楽しく
海を進みました。セブ島にはまた行きたいと思っています♪

初めてのセブ島 ５年振りのセブ旅行

海が美しかったセブ島
私と夫と友達と行って来ました。
毎 日 が 天 国！セブ に 着 い た 夜
は、フィリピン料理に舌鼓をう
ち、美味しいお酒に乾杯。２日
目は海に潜ってシーウォーカー
に挑戦。専用ヘルメットをかぶ
り、船から階段を降りて海底へ。
ガイドが魚の餌をくれると熱帯
魚がごよごよ寄って来るので、
私達にもやらせてくれる。腕を
噛み付かれ痛い（笑）夜はおか
まショーを観覧、綺麗な女性が
機 敏 に 踊り、見 事 な 演 出 に 感
動。美しく楽しいショーにただ感
動するばかり。３日目はボホール

島に行き、チョコレートヒルに登る。小高い丘の山が１２６８山もあり、昔こ
こは海だったので、石灰岩で出来た山には珊瑚がいっぱいあるそうです。
メガネ猿を見に行きましたが、皆御尻を向けて寝ていました。ランチは遊
覧船でバイキング、ゆったりした川の流れに、時を忘れる様なひと時。セブ
市内に戻り、マッサージをしたいと言うのでマッサージにかかる。ここは日
本人経営者でレストランとホテルも経営していると聞き、「まあ！経営能力
のある方」と思いながら、和食レストランで夕食。刺身と海鮮丼を食べたら
とてもおいしかった！４日目パンダノン島へ行く。コバルト色の海、白い砂
浜、何て素敵な島でしょう。海の素敵に誘われて、いっぱい泳ぎました。
スタッフの皆さんの用意してくれたバーベキューとビールで乾杯。帰って
来てコーラルポイントリゾートのプールでも泳ぐ。夜はセブが一望できる
展望台に行き、町並みのイルミネーション！いっぱい観光でき幸福でし
た。スタッフの皆様ありがとうございました。

家族と初めてセブ島を満喫！ 今回の旅行は、慌しい日程で
したが、次回はゆっくりとした時間を過ごしたいなと思います！

春はもうそこまで来たと思い、
車のスノータイヤを普通タイヤ
に交換しようとした矢先、折りし
も寒波の再襲来で、朝から雪の
降り始めた新潟から脱出した私
達二人は、成田からフィリピン
航空 P R 4 3 3 便でその日の内に
常夏のセブに到着。気温は２８
度、まさに別天地！！マクタン・セ
ブ国際空港でガイドのミキさん
の出迎えを受け、ドライバー付
き、トヨタの高級車でコーラルポ
イントリゾートへ。メイドのノバさ
ん、クリスティーさん、そしてメイ
ドマネージャーのアイリーンさんが温かく出迎えてくれ部屋へ。びっくりし
たのはその部屋の大きさと数。調度品の豪華さ。たった二人なのに４ベッ
ドルーム、４０畳は優にありそうな総鏡張りのリビングとダイニング、もち
ろんどこもオーシャンビュー。まさに大富豪になった気分を満喫！！結婚４
０うん年、３年ぶりの海外旅行でしたが、セブは初めて。海はエメラルドグ
リーン、気候は暖かく、食べ物は色んな国の料理があり、どれも美味しくて
果物は豊富。おまけに日本からたったの４時間で行け、時差もほとんどな
く、否応無しに人生のカウントダウンに入っている私たち二人には、セブ
はこれからもまた行きたい素晴らしいリゾート地になりました。当初の計
画では６人で行く予定でしたが、色んな都合で２組のご夫婦が行けなくな
り、私たち二人になってしまいましたが、大勢で行けば又違った楽しみが出
来ると思います。次はきっと行きましょう！

４０畳は優にありそうな総鏡張りのリビングとダイニング、もちろ
んどこもオーシャンビュー。まさに大富豪になった気分満喫！！

私と夫と友達と行って来ました！ 毎日が天国！ フィリピン料理に舌鼓を
うち、美味しいお酒に乾杯♪最終日までいっぱい観光でき幸福でした

常夏のセブに到着、気温は28度、まさに別天地！！私たち二人には、
セブはこれからもまた行きたい素晴らしいリゾート地になりました

出発日３月１２日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　安達さん

出発日３月２５日（５泊６日）
会員歴９年７ヵ月　小林さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴８年　大橋さん

出発日３月２５日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　佐塚さん
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３ 回 目 の セブ 旅 行 で す。今 回
は、主 人 の 姉と３ 人 で の 旅 行
です。８泊９日と長い旅行とな
りました。姉がゴルフをしたい
との希望で２泊バディアンゴル
フリゾートに泊まる予定を立て
ました。マクタン・セブ空港に着
きシャローンさんの出迎えを受
け、これからフィリピン料 理 に
行こうと思っていたら、突然主
人が「財布を入れたポシェット
を飛行機に忘れた」と言い、ガ
イド の シャロ ーンさんと主 人
が、空港のセキュリティーに頼
んで機内を探してもらいました
が 、見 つ からな いとの 事 でし

た。翌朝から３回航空会社に問い合わせをしましたが、やはり見つから
ず、旅行費用はセブでご一緒した村松理事にお借りして続けることが出
来、大変ありがたかったです。ボホール島ではチョコレートヒルに驚き、ター
シャの愛くるしい姿を見て感激しました。楽しかったのはここまでで、バデ
ィアンゴルフリゾートに着いた翌朝、主人から「顔の左側が麻痺している
様だから、病院に連れて行ってくれ！」と言われ、ガイドのシャローンさん、
ドライバーのアーネルさんに朝食も取らず３時間、セブ島の大学病院ま
で連れて行ってもらいまいた。先生の診断はベル麻痺というものでした。
とても感じの良い先生で、早期の処置をして頂きとても嬉しかったです。
それに主人が財布を無くしたので、初診料もいりませんと言ってください
ました。先生に、ただ、感謝です。今回の旅行は、思わぬ出来事に困惑もし
ましたが、皆さんに良く対応して頂き、大変感謝しています。本当にありが
とうございました。

今回の旅行は、思わぬ出来事に困惑もしましたが、皆さんに良く
対応して頂き、大変感謝しています。本当にありがとうございました！

思いがけないアクシデントの連発でしたが、得難い人の情に触れ、
自然の美しさとともに、国を超えての人の心のつながりを感じとりました

入会してから１年１０ヵ月。大親
友の小林さんとお仲間の７名と
で念願のセブ島旅行に行って来
ました。毎月ワールドビッグフォ
ーから届く会報誌で様子を拝見
していましたが、実際に行ける事
に幸せを感じ、セブ島に行ったら
絶対においしいマンゴーと熟し
たバナナを食べてみたいと思っ
ていました。飛行機は快適で時
間通りにセブ空港に到着し、ガイ
ドのシャローンさんに出迎えて
頂き、宿泊先のコーラルポイン
トリゾートへ向かいました。セ
ブ市内は多くの人々と出店が立ち並び、南国特有の “のんびり”した雰囲気
の中にも活気が感じられました。宿泊施設は豪華な部屋で、到着して間もな
くマンゴジュースを出して頂き大感激。次の日から市内観光、ボホール島周
遊、パラセーリング、シーウォーク、バナナボート、シュノーケリング、そして
パンダノン島のクルージングと盛りだくさんのスケジュール。熟したマンゴ
ーやバナナ、美味しかった。天気にも恵まれ、南国気分いっぱいの充実し
た日々を過ごす事ができました。１日動き回った後は、お気に入りのオイ
ルマッサージを受け、至福の時間を過ごすこともできました。親友と部屋で
のんびり過ごしたり、朝、美しく咲き誇るブーゲンビリアと海を見ながらゆ
っくり散歩したり、本当に楽しい時間を満喫しました。お世話して頂いたス
タッフの皆さんとご一緒させて頂いた皆さんのお陰で、本当に楽しい充実
した旅行となりました。

Dear Cebu

主人の姉と３人で８泊９日と長い旅行！ ボホール島ではチョ
コレートヒルに驚き、ターシャの愛くるしい姿を見て感激…

パンダノン島でピースサイン！ 天気にも恵まれ、南国
気分いっぱい！本当に楽しい充実した旅行となりました

楽しかったセブ島旅行 心に残ったセブ旅行

感謝のセブ島旅行
昨 年 に 引き続 いての 弟 夫 婦と
の２回目のセブ島旅行のメイン
は、刑務所のパフォーマンス見
学と、ボホール島、バディアンゴ
ルフリゾートでのゴルフです。癒
しの島でリラックスした時間を
過ごそうと心待ちにしていた１
年間でした。ゆったりした時が
流れる旅行のはずが、アクシデ
ントの連発。弟の機内でのバッ
グ紛失と数日おいてからの急病
で、あちこちの機関や病院を駈
けずり回ることに なりました。
ですが、その間、現地スタッフの

方々、同宿した日本からのお客様にも多大なご援助とご配慮をいただき感
謝申し上げます。ガイドのシャローンさん、運転手さんは嫌な顔を一つせ
ず、私達を励まし、必要な手立てをとってくださいました。現地の大学病院
の若いお医者様も親身に相談に乗って下さり大感謝でした。ちなみにこの
大学病院には日本語スタッフが常駐しているので、細かな病状を伝えたり
するのも大変楽でした。バディアンゴルフリゾートから車で３時間かかっ
て、シャローンさんの機転でこの病院に連れて来てくださった事は、本当
にありがたいことでした。今回の旅行では、得難い人の情に触れることが
できました。自然の美しさとともに、国を超えての人の心のつながりを感
じとりました。恩情をいただいたことを忘れずに、早速、弟夫婦と来年の旅
行の計画を立てました。ちなみに、弟は現在リハビリをしながら、元気に
勤務できていることを申し添えます。

親友と部屋でのんびり過ごしたり、本当に楽しい時間を
満喫しました。熟したマンゴーやバナナ、美味しかった♡

「ハロー！ワッチュアネーム？」

気さくで明るい声が重なるように

投げかけられてくる。肌が健康的

に浅黒く、パッチリと輝く眼光の

子供達が、歩く先々でたくさん

集まってきた。日本 の 少 子 化と

は対照的に、未来をつかさどる

原石がゴロゴロと転がっている

様 子 に 驚 い た 。想 像とは 裏 腹

に、ビル建設ラッシュから伺え

るすさまじい開発はセブが進化していく躍動感を伝えてくる。軽トラックを

改造した市民の足、ムルティキャブはとてもカラフルでそれぞれ独自の絵

や模様が描かれており、動くアートだ。混雑で阻む道中でも、その姿は見る

ものを楽しませてくれる。スカイブルー、マリンブルー、ブルーひとつとっ

てもここにはたくさんの色が自然に溢れている。そういう環境は色彩に影

響するのだろうか。ふと思う。生活のなかにもっと色を取り入れてみよう。

楽しいかも。セブは小さい島。でもフィリピンの縮図がそこには見えたと思

う。短期間だったが、とても勉強になった。ありがとう、セブ。

「ハロー！ ワッチュアネーム？」気さくで明るい声！ パッチリと輝く眼光の
子供達。未来をつかさどる原石がゴロゴロと転がっている様子に驚いた

２回目のセブ島旅行のメインは、刑務所のパフォーマンス見学と、ボホール
島観光、バディアンゴルフリゾート。ゆったりした時が流れる旅行のはずが…

バディアンゴルフリゾートでフルスイング！？ 躍動感あるセブの
滞在は、短期間だったがとても勉強になった。ありがとう、セブ！

出発日１月２０日（８泊９日）
会員歴７ヵ月　小針さん

出発日２月２７日（８泊９日）
会員歴２年６ヵ月　小林さん

出発日４月７日（６泊７日）
会員歴１年１０ヵ月　関口さん

出発日２月２７日（８泊９日）
会員歴１年６ヵ月　卯月さん
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昨 年 のヨガ の 珍 道 中 仲 間 に 、
松本のダンスのお友達が加わ
り、９人で３月６日出発～１１
日帰国のセブ旅行が始まりまし
た。セブ着陸の少し前、地平線
の様な雲の中に沈んでゆく真っ
赤な大きな太陽が見え、それは美
しかったです。夜マクタン・セブ
国際空港に着陸、マリバゴグリ
ル（フィリピン料理店）に直行→
ヤシの木の茂る屋外での食事は
格別、大好きなマンゴに舌鼓♪
７日はラプラプ公園に行き、スペ
インから独立した際の記念碑が
立ち、どこの国も大変な道を潜
り抜け現在がある事を感じまし
た。帰りに公園の出店で大判の

ショールを女性全員が買い、明日海辺で写真を撮る約束をしました。８日、
パンダノン島に渡り、珊瑚礁の海は色んな青が重なり合って本当に美しく
心が洗われる気分でした。島の人達が売りに来た海の幸は、焼いて食べ
（新鮮で美味♡）この日は日曜でしたので賑やかで、又日本人が多く安心
した一時でした。９日、マリバゴビーチに行きマリンスポーツを楽しみ、
パラセーリングで高いところから眺める海は快適、鳥になった気分でし
た。ハイライトはシーウォーカーで海中散歩、今回寄ってきたお魚達が小
さく少し残念でしたが、楽しい一時を過ごす事が出来ました。夜は波多腰
さんとメイドさん二人の誕生会をして、バンドが入り盛大に行われ、チョ
ッピリ羨ましかったです。パーティーはメイドさん達の手作りで、温かい
感じが好きでした。毎夜のマッサージ、エステのマンゴパックは大興奮！
最後の夜のダンスパーティーは素敵なパートナーと出逢い、夢の様な６
日間でした。

パラセーリングで高いところから眺める海は快適、鳥になった気分！
ハイライトはシーウォーカーで海中散歩、夢の様な６日間でした

市内観光はもちろん、ジンベエザメ、ボホール島やカモテス島までご
案内出来、また美味しいフィリピン料理等、皆さんに喜んで頂きました

「あなた本当に９５歳でまた行
くの？」内科の先生は呆れ顔。７
５歳の友人からは、「よくその年
齢で行こうという気になるね」と
感心されて出発。２回目は安心の
中でゆったり、体も絶好調。何を
食べてもおいしく、すべてが快
適、行く先々を心から楽しめた。
一番の思い出は、さらわれるよう
に船に乗っけられ、沖に出た事。
色んな物を着せられ、縛られ驚
いていると、あれよあれよと云う
間 に１ ０ ０ 数 十メートル 上 空
へ。「うわ～空飛んじまったわ。
これがパラセーリング！？」最初
はお尻がムズムズしていたが、
空の青さと海の美しさに引き込まれ、鳥の気持ちを味わった。石とオイル
のマッサージも温かく気持ちいい。うっとりしていたら、ぐちゃぐちゃなもん
身体中に塗り付けられ、バナナの葉につつまれた。「うわ～こりゃミノムシ
みたいだに…」全身エステなんて初めて、ジャグジーはお花がいっぱい、よ
い香り、まるで夢の様。セブはビールが最高！！なるい（やさしい）、まろやか
昼間から美味しい。ここにくるとうわばみ（お酒飲み）になっちまうで不思
議。セブに行くとみんなに「若返るね」って言われるけど、こりゃ本当だわ。
ドライバーの若い兄ちゃんにおんぶしてもらうせいかっちゃ？日本じゃ、だ
あれもおんぶしてくれんでね。こりゃまたセブに来なきゃ味わえんな。ヨガ
の先生方、お世話さま。リサちゃん、メイドさん、みなさんサンキュー！１０
年パスポートとったからまた来るでね。今年は水着も買ったし、また楽し
み。このばばにセブはごくらく、ごくらく。

楽しかった二度目のセブの旅行

ヨガとダンス仲間９人のセブ旅行！ パンダノン島に渡り、珊瑚礁の
海は色んな青が重なり合って本当に美しく心が洗われる気分♪

セブはビールが最高！なるい、まろやか昼間から美味しい。ここにくるとうわばみ
になっちまうで不思議。セブに行くとみんなに「若返るね」って、こりゃ本当だわ

９５歳、初めてのパラセーリング！ セブは私の出逢った楽しい楽園です

リフレッシュ出来るセブへ
今回の旅行で５０回目になります
が、また一段とセブが好きになり
ました。今回は、ゲスト６名と一
緒に１３日間の滞在でした。天
気にも恵まれマリンスポーツ、
バディアンゴルフリゾートへ。カ
ワサン滝、オスロブのジンベエ
ザメ、ボホール島やカモテス島
までご案内出来、その他市内観
光ではエステやマッサージを堪
能、また美 味しいフィリピン料

理等、皆さんに喜んで頂きました。カモテス島では丁度、行方会長様がス
ポンサーをされている島のお祭りの時でした。スポンサー名が並んだボ
ードの一番上にワールドビッグフォーリゾートとあり、行方会長の素晴ら
しさを改めて実感しました。丁度、日本語が少し出来る島民の人が居て、
「ワールドビッグフォー」と云うと皆さん知って居るようでした。得意にな
って帰って来ました。バンカーボートに乗り込みコーラルポイントリゾート
へ向かう途中にはイルカにも出会うことが出来ました。皆様にもよろこん
で頂き、私もうれしく思いました。現地スタッフの皆様もお付き合い頂き
本当に有難うございました。

９５歳、初めてのパラセーリング！ うわ～空飛んじまったわ。これがパラセ
ーリング！？ 空の青さと海の美しさに引き込まれ、鳥の気持ちを味わった

三月でもまだまだ寒い信州を抜

け出し、南国セブ島に到着。今

年は天候に恵まれ、美しい花を

見ながら散歩と太陽の気を沢山

頂きながらトレーニングし、癒

された毎朝を過ごしました。今

回は盛り沢山の体験をさせて頂

き、楽しい日々でした。初めてカ

ヌーに乗りオールの使い方の難

しかった 事と少々不 安 だっ た

が、パラセーリングでは、大空を飛んでみたら何と爽快な！私も鳥になり

ました。又、前回と違う公園と美しい寺院を見学。海の美しさだけでなく、

違ったセブ島を見る事が出来良かった。又九日は、同行の波多腰さんの誕

生祝のパーティーでスタッフの皆様の用意して下さった美味しい料理と、

村松理事様からの子豚の丸焼きに相伴させて頂いたり、踊ったり歌ったり

楽しい一夜でした。“幸せ♪♪ ”最後に足の悪い私を助けて下さった朝田

さん、山嵜さん、同行の皆様とスタッフの皆様に深く深く感謝致します。合

掌

美しい花を見ながら散歩と太陽の気を沢山頂きながらトレーニング！ 
癒されました。村松理事様からの子豚の丸焼きに相伴させて頂き感激！！

今回は、ゲスト６名と一緒に１３日間の滞在でした！ この旅行
で５０回目になりますが、また一段とセブが好きになりました

今回は盛り沢山の体験をさせて頂き、楽しい日々でした。
初めてカヌーにも挑戦！ オールの使い方が難しかった

出発日３月６日（５泊６日）
会員歴２年６ヵ月　古市さん

出発日３月６日（５泊６日）
会員歴２年５ヵ月　藤森さん

出発日３月６日（５泊６日）
会員歴２年８ヵ月　竹岡さん

出発日３月１０日（１２泊１３日）
会員歴２０年４ヵ月　小山さん
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平成２５年１０月。３度目のセブ
に行く予定の１ヵ月前に脳梗塞
になり、旅行はあきらめざるを得ま
せんでした。今はリハビリ中です
が、セブにはもう行けないと思
っていましたが、朝田統括さん
に、「何も心配いらないよ、セブ
に行こう！」と誘われて実現しま
した。スケジュールは少々ハード
でしたが、何事もなく無事に帰
る事ができました。「何が一番良

かった？」と聞かれ、「みんな良かったよ！」と言うと、何か一つ答えてと言
われたが、「やっぱり全部良かった！」と答えた。毎日楽しく過ごせました。
待ちわびていたセブ旅行。４人の仲間、そしてスタッフの皆さんに助けても
らって実現できました。本当にありがとうございました。

※妻から一言添えさせて頂きます。何度聞いても、セブ旅行は全部よかっ
たと答えるばかりの夫でしたが、でも本当は大好きな海に入れた事が何
より嬉しかった様です♪

待ちわびていたセブ旅行！ ４人の仲間、そしてスタックの皆さん
に助けてもらって実現できました。本当にありがとうございました

生まれて初めてシュノーケリングに挑戦しました♪ 数種類の
お魚達に出会い大興奮！ もう夢中！釘付けの状態でした（笑）

４ 回 目 の セブ … 。今 回 はどん
な出会いと新たな体験が出来
るか、ワクワクしながら成田を
出発。マクタン・セブ国際空港
では、やさしい笑顔のリサさん
の出迎えにホッとしました。夕
食を済ませ、コーラルポイント
リゾートに着いて、顔馴染みに
なったメイドさん 達 の 出 迎え
と、美味しいマンゴジュースは、
今 回 も癒しの 旅 の 始まりでし
た。翌日はカモテス行きがキャ
ンセルになり、パンダノン島で
バーベキューとシュノーケリングを楽しんだ後、夕食はセブの中心街へ
…。３日目から憧れの島 “ボラカイ島 ”へ行きました。観光客の多さと海中
の藻の多さにビックリ！と少しガッカリ！でも夜の商店街は賑やかで、ジッ
プニーとサイドカーバイクの乗車初体験は楽しかったし、どこまでも続く砂
浜での早朝散歩はとっても気持ち良かったです。バディアンゴルフリゾートで
のゴルフは相変わらず“マレット式”でしたが、汗をかいたお陰で崩してい
た体調も少し良くなり、とっても楽しかったです。市内観光、エステ、ショッ
ピングetc…結婚４０周年の良い思い出の旅が出来ました。お世話して頂いた
鈴木統括さんはじめ、ご一緒して頂いた同郷の山岸会長、小島社長、渡辺
さんご夫婦に感謝です。ありがとうございました。

南十字の島

３度目のセブ直前に脳梗塞になり、諦めていましたが、「何
も心配いらないよ、セブに行こう！」と誘われて実現しました！

４回目のセブ！ お世話して頂いた鈴木統括さんはじめ、ご一緒して頂
いた皆様に感謝です。結婚４０周年の良い思い出の旅が出来ました！

ルビー紺の思い出 ありがとう

感動いっぱいの旅
毎月の会報で、すばらしいセブ
島の 様 子を読ませて頂 いてい
て、いつの日か私もと思っていま
した。息子を伴っての旅行は実
に１９年振り。一緒に行ける事
となり主人も私も数ヵ月前より楽
しみにその日を待ちました。到着
から帰国までの４泊５日をガイ
ドさん、ドライバーさん、メイド
さん達の温かい気遣い、サービ
スの中で過ごす事ができ、思い
出深い旅となった事を先ず感謝
致します。この数十年、海には縁

が遠かった私は、初め躊躇していたのですが、息子に促され、生まれて初め
てシュノーケリングに挑戦しました。数種類のお魚達に出会い大興奮！更に
舟をポイントにとめて頂きロープに摑まりながらもシュノーケルで群れて
泳ぐきれいな魚達を目の前に、もう夢中！釘付けの状態でした。コーラルポ
イントリゾートからの眺めはどちらを向いても全て絵になるステキな景色
ばかり。バルコニーを吹き抜ける爽やかな風に「コケコッコー」と何か郷愁
漂う鳴き声や何種類かの小鳥達のさえずりを耳にしながら至福の時を過ご
させて頂きました。帰国前日TO P S（展望台）で見た1 8 0度に広がるセブの
夜景は忘れられません。見上げれば、そこにもキラキラ輝く満天の星々が私
達を包んでいました。自然の大切さをも考えさせられる、そんな貴重で楽し
い旅となり、ありがとうございました。

今回は憧れの島“ボラカイ島”へ！ 観光客の多さと海中の藻の多さにビッ
クリ！ でも、どこまでも続く砂浜での早朝散歩はとっても気持ち良かった

桜の花が枝先にパッと咲いた今
日、真夏のC E B Uに旅立ちです。
陽射しギラギラ。赤道直下常夏
の南十字の輝くところ、カミギン
島。マクタン・セブ空港から約４
０分火山の島です。紺碧の空に
どこまでも澄み渡った透明度の
高 い 海 、そして 極 み が 露 天 風
呂、しかも混浴です。現地の夏
休みですから何処へ行っても家
族連れで活気に溢れています。
見所は滝が２ヵ所、コールド炭
酸泉、露天風呂、海の中のクロス
（お墓）など様々で、島から約５分
程でホワイトアイランドがあります。干潮に島が現れて昼の１１時には水没
してしまいます。パラソル、テーブル、イスを全てかたずけて島は海の中で
す。その海の透明さと云ったら、これまで出会ったことがない、そうガラス
の様です。また料理が旨い、南洋の海ですから目の前をイルカに鮪、エビ
にラップラップ（セブの魚）が泳いでいるのです。新鮮です。生でも最高で
すが、煮ても焼いても火加減が絶妙で、素材の甘みが口の中でパラダイス
です。これまでC E B Uでは現地の水を直接口にすることはありませんでした
が、カミギンでは島の湧き水、炭酸水を直に手ですくって飲みました。旨いで
すよ。ちょっぴりシュワシュワとして、その後腹も壊さずいたって快適に観光
しました。４月の島は花が咲きみだれ、赤白黄、様々な夏を堪能させて頂
きました。これもワールドビッグフォーの皆様のお陰と感謝しております。

火山の島カミギン島の極みが露天風呂、しかも混浴です。現地の
夏休みですから何処へ行っても家族連れで活気に溢れています

毎月の会報で、いつの日か私もと思っていました！ 息子を伴っての
旅行は実に１９年振り、感動いっぱいの貴重で楽しい旅となりました

常夏の南十字の輝くところ、カミギン島。海の透明さと
云ったら、これまで出会ったことがない、そうガラスの様です！

出発日４月３日（７泊８日）
会員歴１０年４ヵ月　山嵜さん

出発日４月３日（７泊８日）
会員歴４年１ヵ月　蒔田さん

出発日４月１２日（８泊９日）
会員歴５年９ヵ月　石澤さん

出発日３月１３日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　北原さん
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２回目のセブ島に行きました。
お父さんの知り合いと、赤ちゃ
ん、合わせて全て１４人でしゅ
っぱつ。コーラルポイントリゾ
ートは、前回はA棟の６階で、今
回は地下にしました。でもほん
とうの地下ではなく、１階みた
いで、かべにガラスがいっぱい
あって、自分が何人もいておも
しろかったです。パンダノン島
に行くとき「えっ！」と思ったの
は緑色の島、わたしは島には木
が 生えているん だと思った け

ど、海の中にも生えているマングローブの森です。わたしはすごいと思い
ました。パラセーリングが良かった。下を見て、お母さんと「きもちがいい
ね！」と話をしていました。最後の日の前夜はパーティーがありました。バ
ンドの人が来てくれて歌をうたってくれました。メイドさんたちのおいし
いごはんやみんなでおどりをしました。明日帰るのはものすごくさみしい
けれど、楽しかったです。１回目は台風でパーティーなどできなかったけ
ど、今回はスムーズに楽しいことがたくさん出来ました。帰国の日、私は日
の出をカメラでとりました。今回のセブ旅行で最後のビックリは太陽がの
ぼるスピードでした。わたしはものすごく速いんだなと思いました。

最後の日の前夜はパーティーがありました。バンドの人が来てくれて歌をう
たってくれました。メイドさんたちのおいしいごはんやみんなでおどりをしました。

滞在していた間は全て快晴で海もとても穏やか！ 海水浴は子供も海に
入ることができて、パラセーリングも全然怖くなく、絶景で最高の気分！

今回は人生初のフィリピン・セブ
旅行を両親に誘われ、１９年ぶ
りに共に海外旅行へ行く事とな
りました。滞在するコーラルポイ
ントリゾートの目の前にある海
でシュノーケリングもできると
の事で、期待を胸にマクタン・
セブ国際空港に到着。陽気で笑
顔が素敵なガイドさんとドライ
バーさんが出迎えて下さいまし
た。２日目はパンダノン島へ船
で向かい、おいしいB B Qを沢山
頂きました。船での帰り道にシ
ュノーケリングできるスポット
にて、しばらく輝く熱帯魚の群
れとダンスを楽しみました。３
日目はフェリーでボホール島観光、細い枝にしがみ付く愛らしいメガネザ
ル（ターシャ）を見たり、チョコレートヒルの丸い宇宙的な山々を山頂から
ながめました。その夜は疲れた足をマッサージで揉みほぐして貰い、休みま
した。４日目はセブ市内の多くの人が行き交う市場にて、ジャックフルーツ
やマンゴスチンなど普段あまり口にしない南国果実を味わいました。旅行
最終夜は５つ星ホテルにて豪華バイキングに舌鼓をうちました。ホテルロ
ビーの光り輝くシャンデリアの下で、来週結婚記念日を迎える両親が記念
写真のポーズをとり幸せそうに笑っていました。帰国日の朝食後９時から
１０時まで、目の前の海でシュノーケリングをしました。透き通る海中を
１０メートルほど泳ぐと、オレンジ色の目やブルーのラインの入った黒ウ
ニが１０匹位で集まり、ゆらゆらと緑の岩海苔の脇でゆっくり足踏みをし
ていました。３月の花粉が飛び舞う日常を脱し、心地の良い海風が吹き抜
けた５日間。ありがとう。

老若男女、年齢差６８.５歳セブの旅

お父さんの知り合いと、赤ちゃん、全て１４人でしゅっぱつ！ パラセーリング
が良かった。下を見て、お母さんと「きもちがいいね！」と話をしていました

５つ星ホテルにて豪華バイキング！ ロビーの光り輝くシャンデリアの下で、
結婚記念日を迎える両親が記念写真のポーズをとり幸せそうに笑っていました

初めてのセブ旅行 ２回目のセブは楽しかった

とても満足したセブの旅！
初めてセブ島に行きました。生
後６ヵ月のこどもを連れて行った
ので、すごく心配しましたが、セ
ブの人たちは子供好きで、とて
も可愛がってくれました。セブに
行く飛行機の中では客室乗務員
さんが頻繁に子供に声をかけて
くれ、着いてからも行く先々で現
地 の 方 が 笑 い か けてくれまし
た。ご飯を食べる時や遊ぶ時な
どは、メイドさんがずっと抱いて

面倒を見てくれてすごく助かりました。滞在していた間は全て快晴で海もと
ても穏やかでしたので、海水浴は子供も海に入ることができて楽しめまし
たし、パラセーリングは最初少し緊張しましたが全然怖くなく、空の上から
は遠くまで見渡せて絶景で最高の気分でした。ショッピングも地元のスー
パーに行って、ガイドさんのおすすめの品を買ったりして楽しめましたし、
ご飯もとても美味しかったです。一番びっくりしたのは、ドライバーさんの
運転で、細い道でもスピードを落とさず、人や動物をスイスイ避けていく
テクニックは圧巻でした。やりたいことはすべて出来て、楽しい時間はあっ
という間に過ぎ、とても満足した旅行になりました。

今回は人生初のフィリピン旅行でシュノーケリングを満喫！ ３月の花粉
が飛び舞う日常を脱し、心地の良い海風が吹き抜けた５日間。ありがとう

何回目のセブ旅行か数えきれま
せん。今回は初めて中部国際空
港から１５時４０分の出発でし
た。信州から車で約２時間半と
近く、朝は１０時出発でとても
余裕だった。メンバーは親戚・
親子・兄弟・友人の総勢１４人
と幅広く、年齢も何と０ .５歳～
８７歳。正直どうなるか過去に
ない大変不安な状況でした。シ
ャローンの出迎えを受け、気温
２９℃のセブ・マクタン島に到
着、旅は始まった。２日目の朝、
水平線から昇る太陽は美しく眩
しい、コーラルポイントリゾート
はこの時期ブーゲンビリア等の
南国の花々が咲き誇り、散歩す
る私達を癒してくれる。バンカーボートに乗り、パンダノン島へ！海水浴・
BBQを楽しみ帰路途中サンゴ礁の海で熱帯魚とたわむれた。次の日はボホー
ル島へ。災害の傷跡もだいぶ復旧したように感じた。修復中のバクラヨン教会
を初めて見学でき、サンゴの岩でできた建物の古さ、大きさに感動。ボホー
ル島のリバーランチクルーズも今回初、途中原住民の村に寄り、民族音楽で
歓迎された。チョコレートヒル、メガネザル（ターシャ）を堪能し、無事セブ島
に帰還した。４日目は２班に分かれマリンスポーツ、買い物、マッサージ、市内
観光を楽しみ、夜は生バンドのディナーとワールドビッグフォーからのおもて
なし。トラブルは何事もなく全てが順調だった。全てはガイドさんに運転手、
メイドさんほかワールドビッグフォーの皆様のお陰と感謝いたします。また、
フィリピンの皆さんの、赤ちゃんや老人へのやさしい気遣いがあり、とても驚き
ました。彼らの優しさ、人柄の良さに感動させられた旅でした。何度行っても新
しい発見、感動のあるセブ島、また行きたいと思います。

トラブルは何事もなく全てが順調！ フィリピンの皆さんの赤ちゃんや老人
へのやさしい気遣いがあり、彼らの人柄の良さに感動させられた旅でした

生後６ヵ月のこどもを連れて初めてセブ島へ！ セブの人たちは子供
好きで、とても可愛がってくれ、やりたい事もすべて楽しめました♪

何回目のセブ旅行か数えきれません！ メンバーは親戚・親子・兄弟・
友人の総勢１４人。０.５歳～８７歳。年齢差６８.５歳セブの旅が始まった！

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　埋橋さん

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　小島さん

出発日３月１３日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　北原さん

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　荒井さん


