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人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

＜編集後記＞
南国セブの旅で新発見！心も体も軽くなる充実のひと時をワールドビッグフォー究極のリゾートで！当社提携旅
行会社による１０月以降の航空料金が未発表となっておりますが、搭乗予約受付は随時承っております。ご予約
は約３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。出発前のご不明な点
は、ご旅行のマニュアルまたは当社旅行担当まで、お気軽にお問い合わせください。
尚、誠に勝手ではございますが、８月１３日（木）から８月１６日（日）までの間、夏季休業とさせて頂きます。
皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。８月１７日（月）より通常営業致します。
　　　　　  　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　         編集担当　齊藤充彦

①上記料金は平成27年7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￥２５，０００円～全額が発生します事をご了承下さい。
④成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
⑤関西国際空港（大阪）からは、（15:40分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑥中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（15:40分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑦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

ごあいさつ
セブ島で思い切り深呼吸、大自然の恩恵は心までも豊かに。

深呼吸をすると細胞を活性化させ自然治癒力を向上、疲労回復や生活習慣病への

体質改善等、健康促進に結びつく様々な効能を発揮します。またマイナスイオンが溢れる

セブ島の環境により美容、そして若返りにも更なる効力の恩恵にも繋がります。華やかな景観と

笑顔に満ちたお持て成し、皆様の素晴らしいご旅行プランに合わせて定期的なご利用を推奨致します。

ゆとりのある人生設計と趣向を凝らした健康づくりをワールドビッグフォー究極のリゾートで！

是非皆様も、癒し安らぐ元気の源体験、壮健なるリラックス効果をご満喫下さい。

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

セブ随一の眺望と南国の爽やかな風が誘うコーラルポイントリゾート

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～

会    報
平成27年8月号

０８／０１～０９／３０
￥５７，７１０円
￥７７，７１０円

￥４６，６７０円
￥６６，６７０円

￥５，１５０円
￥８，１５０円

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）
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真赤な夕陽！これ程の夕焼けを
見つけたのは初めて。渡航時期
が良かったのか、マクタン・セ
ブ空港へ降り立ってもムーンと
する暑さを感じない。今回初め
てセブ 旅 行 に 行く方もい た の
で、何処に観光に行こうか？思
い出にも残り、「次回も他の所
も観たいから再来したい！」と思
って貰える様な旅にしたい。そ
んな思いから、パラセーリング、
シーウォーカーを満喫してボホ
ール島へ。地震の傷跡も未だ残
っておりましたが、大分修復工

事も進んでおりました。チョコレートヒルは、緑濃い原生林の中、千数百
個もの不思議な山、世界最小のメガネ猿ターシャ、繁殖期を迎え、出迎えて
くれた数は少なかった。ロボク川の船上ランチで盛り上がり、原住民の部落
内にタイムスリップした様な現実が、なんとも言えなく脳裏に焼き付きま
した。念願叶ってカモテス島へ船の旅。澄み切った真っ青な海、大自然の
中暮らす住民。何年か先には立派な港が完成し溢れる人口が押し寄せて
来る予感がします。何度か訪れた仲間、初めての友とも共鳴出来、少人
数ながらも家族的な旅が出来感謝致します。現地スタッフの皆様、いつも
ありがとう。その笑顔、いつまでもお願い致します。そして、ワールドビッ
グフォーの皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

船上ランチで盛り上がり、原住民の部落内にタイムスリップ
した様な現実が、なんとも言えなく脳裏に焼き付きました！

ボホール島の子供ターシャは、大人のペアとは隔離されてい
て枝葉の陰に、幼くも大きな目、長い尾のターシャが愛らしい♪

昨年初めてのセブは台風で、たっ

た一日しか楽しめず、残念の思

いだけが残り、この思いを振り

払う二度目の計画。0歳から８７

歳までの１４名で出発。始めはパ

ンダノン島で波と戯れ、ミュージ

ックをバックグラウンドでのバ

ーベキューを堪能。エメラルドグ

リーンの海に心癒される。次の日

はマリンスポーツに挑戦。パラ

セーリング、バナナボートで思い切り童心に帰る。高所恐怖症の私も、何か

ゆったりと大空に抱かれた感じ。本当に貴重な体験でした。特記すべきは

８７歳の女性がパラセーリングに平気で挑戦した事で、このチャレンジ精

神に感服致しました。次の日はセブ市内で買い物、マッサージを体験した

り、まさかまさかの３時間に及ぶカラオケやら、実に中身の濃い旅でした。

楽しい時を過ごさせて頂いたメイドの皆さん、ドライバーの方々。そして

思い出に残る晩餐を催して下さったワールドビッグフォーに感謝し、同行

しご配慮頂いた埋橋ご夫妻に心から感謝致します。

初めてのセブ旅行

念願叶ってカモテス島へ船の旅! 澄み切った真っ青な海、何年か先
には立派な港が完成し溢れる人口が押し寄せて来る予感がします♪

マリンスポーツに挑戦。パラセーリング、バナナボートで
思い切り童心に帰る。バナナボートは緊張の連続でした！

満喫のセブ 念願叶ってカモテス島へ

未だ夢心地で、又いつの日にか
間もなく着陸の機窓から地平線
に沈む夕陽、何回も訪れた先輩
も「初めて！」とのこと。夕焼けの
金色の輝きからスタート。パラ
セーリングでは、先導するボー
トの音も遠く消えての空中散歩、
大パノラマ。ボホール島のチョコ
レートヒルは、緑の中に１２００
個以上もの小丘がぽこぽこと！未
だ形成理由未解明とのことで、
神秘倍増！子供ターシャは、大人
のペアとは隔離されていて枝葉
の陰に。幼くも大きな目、長い尾
のターシャが愛らしい。世界最
大級の錦蛇の剥製の迫力！ロボ
ク川クルーズでの船上レストラ
ン。生の歌声でのマイウェイや

乾杯（日本の歌）の流れる中バイキング、ミニバナナ、美味しかった。原住
民エリアでの触れ合い、イグアナと少年、幼い少女の踊り続ける姿、一族
皆太鼓のリズムに満ちて。波静かな中、カモテスリゾートへ。ゴージャス
なリゾートハウスでのランチ。船乗りの父子とジェスチャー会話で笑った
海上もとても楽しい時間でした。マクタン大橋を行ったり来たり、歩行
者、バイク、乗り合いバス等々の中、信号も無く、大胆とも言えるハンドル
さばきに驚きマックスでした。フィリピン人の溢れるエネルギー＆パワ
ー。小さな家屋の前に憩う人達。４月、５月は学校が休みで大勢の子供さ
んの姿にほのぼのと。最終日前日のパーティーは、躍動するメイドさん達
の美しかったこと、ハイビスカスの花、どこまでも広がるコバルトブルーの
海空。夜空の月も星も大きく、フィリピンの国旗のいわれも現地で知り。い
つもいつも笑顔のスタッフの皆様、同行の先輩の方々、本当にありがとう
ございました。

初めてのパラセーリングに壮快、壮快、ソーカイ？高所恐怖症の私も、
何かゆったりと大空に抱かれた感じ。本当に貴重な体験でした！

ワールドビッグフォーとの最初の
出会いは、小島さんがセブに行っ
てきて、「とても良かった！」との話
からでした。なんとなくワクワクする
ような話でしたが、「そんな旅費ぐら
いで行って来られるなんて」と疑いま
した。その後、長野にいる娘に話しま
すと私も仲間に入れてと言う事になり
ました。私も今迄海外旅行は主人（他
界してます）と共に色々な国に行きま
したが、セブ島は行った事がなかった
ので、早速申し込みをしたいと思いま
した。「でも考えると私は八十八歳
なので大丈夫かな？」と不安に思
いましたが、田畑の仕事をやり続
けているので気持ちの持ちようだ
と思いました。小島さんや埋橋さ
ん夫妻や娘も一緒だからと大き
な希望を持ちワクワクしてきまし
た。３月２１日より４泊５日のセブ旅行に、朝１０時レンタカーで出かけまし
たがとても寒かったです。中部国際空港１３時発に間に合うように行きまし
た。マクタン・セブ国際空港へ１９時３０分に着くと、熱気がムンムンでセブに
着いたなと実感しました。宿泊先のコーラルポイントリゾートに着いてメイド
さん達に温かく迎えられ、広々としたフロアーや凝った作りの部屋でベッドも
広く、娘と一緒に「ステキ！」と大声で喜び合いました。翌朝の食事もおいしいマ
ンゴーの大きな切り身にバナナで、残さず頂きました。島巡りは沖のボートま
で水上バイクで移動。何事も体験とパラセーリングに挑戦し水上５０メートル
位と思うほど高く上がり、好天だった為か揺れる事無く、四方八方が見えてとて
も快適な空の散歩が出来ました。娘は怖くて目を閉じたままだったとの事で
「もったいなかったね～」と話しました。ボホール島内のバクラヨン教会にある
像を特別に見せて頂き、その荘厳さに自然と頭が下がりました。ターシャ（メ
ガネ猿）は小さくて小枝にしがみ付いて何処に居るか分からない位、目だけが
ギョロンとしてとても可愛らしかったです。４泊５日があっという間に終わりま
した。この年齢でも楽に行って来る事が出来ました。現地でお世話になったワー
ルドビッグフォーの皆さん、仲間の方々や娘のおかげです。また機会があれば行
きたいと思っております。ありがとうございました。

何事も体験とパラセーリングに挑戦！四方八方が見えてとても快適♪
娘は怖くて目を閉じたままで「もったいなかったね～」と話しました（笑）

波静かな中、カモテスリゾートへ！ ゴージャスなリゾートハウスでのランチ♪
船乗りの父子とジェスチャー会話で笑った海上も、とても楽しい時間でした

４泊５日、初めてのセブ旅行！「でも考えると私は八十八歳なので大丈夫か
な？」と不安に思いましたが、この年齢でも楽に行って来る事が出来ました！

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　新村さん

出発日４月２１日（４泊５日）
会員歴１２年１１ヵ月　西村さん

出発日３月２１日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　柴さん

出発日４月２１日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　白木さん
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統括の小山さんに誘われて３月１
６日セブへ出発しました。初め
てのセブ・マクタン空港は暑かっ
たです。ドライバーさんにガイド
さん、小山さんに迎えていただ
き、無事にコーラルポイントリ
ゾートに着きました。メイドさ
んや大勢のスタッフさんにお世
話していただき、楽しい７日間
を過ごしました。ありがとうござ
いました。バディアンでの滝くぐ
り、ジンベエザメに会ったこと、
カモテスリゾートに行く途中で
イルカに会えたこと、カモテス

ではジップニーに乗せていただき町に行き、ソリソリフェスティバルを見
れたこと。そして一番は、ボホール島のチョコレートヒルやターシャに会え
たことでした。世界にはまだ見たことのない景色があることに、初めて出
会えた事に感動しました。楽しみにしていたパラセーリングに行きまし
た。上る前にずぶぬれになっても大丈夫ですか？と聞かれましたので、つ
い大丈夫ですと答えました。なんと途中で海の上にポチャンと落とされ
ることになるとは、思ってもいないことで本当に濡れネズミになりました。
でもその後、また上空高く上げていただき、青空と青い海を堪能致しまし
た。お天気に恵まれ輝くお日様の中で、楽しいひと時でした。また大空を
舞ってみたいものです。そして、今回ワールドビッグフォーの施設のすば
らしさを感じられ、会員として安心を実感出来たことが最高でした。ワール
ドビッグフォーの皆様、スタッフの皆様本当にありがとうございました。

ボホール島のチョコレートヒルやターシャに会え、世界にはまだ
見たことのない景色があることに、初めて出会えた事に感動！

スケジュールは盛りだくさん！ バディアンゴルフリゾートでは、
カワサンの滝くぐり、餌付けに集まる何頭ものジンベエザメ見学！

二度目のセブ旅行！どんな予定
で、どんな楽しみが待っている
の か？心 躍らせ て 出 発しまし
た。今回のセブ旅行もすべて朝
田様におまかせ。夕方、コーラル
ポイントリゾートに到着、１年ぶ
りに会うメイドさん達が笑顔で
迎えてくれました。１階の素敵
な部屋で最終日まで過ごせまし
た。青き海、美しい花々は変わら
ず心が落ち着いた。翌朝の朝食
も１年ぶりに美味しく頂いた。２
日間はデパートでネイル、エス
テ、フィリピン料理等を楽しむ。去年は工事中のビルも良くなり快適。初め
てのパラセーリング。船から空へ！考えても見なかったので不安…空と海
の青さを目に焼きつけ二人で話をしながらあっという間の時間。鳥になる
とはこんな気持ちでしょう。思いがけないセブでの経験でした。最終日の
前日は誕生会。豚の丸焼き（初めて見る）を頂き、メイドさん達と踊り、若さ
を頂いた。ダンスホールみたいに広い室内では生バンドの演奏に合わせ
何回か踊り、若き男性のリードが上手で、日本では出来ない楽しいひと時
でした。スタッフの皆様に感謝します。今回は男性３名、女性６名での良き
出会いをいつまでも心に、有難うございました。ワールドビッグフォーに感
謝。この幸せがいつまでも続きます様、益々の発展をお祈り申し上げます。

楽しかった！セブ島旅行

滝くぐりにジンベエザメ、イルカにも会え、楽しみにしていたパラセー
リングは濡れネズミになりましたが…（笑）楽しい７日間を過ごしました！

１年ぶりに会うメイドさん達♪青き海、美しい花々は変わらず
心が落ち着いた！ 翌朝の朝食も１年ぶりに美味しく頂きました

二度目のセブ旅行 セブを感じて

２度目のセブ
今回は、前回より２日間増やし
６泊７日の旅でした。スケジュ
ールは盛りだくさんで、毎日出
歩きました。バディアンゴルフリ
ゾートに行き、近隣にあるカワ
サン滝の滝くぐり、餌付けに集
まる何 頭ものジン ベ エ ザメ見
学。カモテス島では、行方会長さ
んが 協 賛されるお 祭り「 S O L I  
S O L I 」ソリソリフェスティバル
が、賑やかに広場で行われていま
した。沢山の出店が並び、子供
から大 人 まで 楽しんで い まし

た。４人乗り、５人乗りのバイクで乗り付けていたのには、驚きでした。カ
モテスリゾートの方に、ヤシの実を割って、ジュースやナタデココを食べさ
せて頂き、初めての味を体験しました。ボホール島では、かわいいターシャ
に出会い、セブではマリンスポーツ、顔と全身エステ、足裏マッサージ、ショッピ
ングも満喫。毎日のコーラルポイントリゾートでの美味しい朝食。そして外食と少
し疲れるくらいでした。先にセブに来られていた小山さんには、前のグループに
続き、私達もお世話になり、２週間も本当にありがとうございました。７日間、雨
一つ降らず、快晴の旅でした。次回があれば、ゆっくりプールも良し、素敵な部屋
で海など眺め、のんびり楽しめたらと思います。スタッフの皆さん、ドライバーさ
ん、通訳さん、ありがとうございました。

今回のセブ旅行もすべて朝田様におまかせ！ 男性３名、女性６名、
どんな予定で、どんな楽しみが待っているのか？心躍らせて出発！

初参加です。吐く息の白い我が
家を出 発し夕方 にはセブ に到
着。一日の 寒 暖 差 が ３ ０ 度 で
す。夕食はフィリピン料理、やさ
しい味でおいしい。屋外の店の
せいか、足元に猫が来たり、道
路側では子供達が見ていたりし
て、開放感溢れていました。笑
顔で出迎えてくれたメイドさん
に マンゴ ジュース の お もてな
し。広い寝室にびっくり！「キン
グサイズベッドだ～」。優しい海
風と小鳥、ニワトリの声で目覚
め、早朝散歩。肉厚の花をブロー
チにし、市内観光へ。ラプラプ公
園にはスペイン兵と戦い独立を
得た時の塔や戦士の像があり、休日のせいか家族連れが多い。６人で色
違いのショールを買い、旅行中大活躍をしてくれました。ネイルサロンで
はかかともツルツル。原色の水着を買い、３日目に無人島に移動。海中を覗
くが魚は数えられる程で少なかった。昼食時に、流しのギター男性の替え
歌に大笑い。（別れたら…次の人…）
４日目は二人で漕ぐシーカヤック、パラセーリング、シーウォーカー、満足
しました。夜は生演奏付きウェルカムパーティー。今日が私の誕生日。３
月生まれのメイドさんと共に祝って貰いました。仲間からのメッセージカ
ードも嬉しかったです。バナナの葉に包まれた高級エステ。おかまショー…
等、「今日は何処へ行くの？」と子供に戻った気分で楽しみが先行します。海
面を照らす月明かりを見ながらムードバッチリ！セブ島の良い思い出が出
来ました。

楽しかった！ セブ島旅行！ バナナの皮に包まれた高級エステ。おかま
ショー…等、今日は何処へ行くの？と子供に戻った気分で楽しみました

７日間、雨一つ降らず、快晴の旅！毎日出歩きました。マリンスポーツ、顔
と全身エステ、ショッピング！また、ヤシの実を割って、初めての味を体験！

今日が私の誕生日♪生演奏付きウェルカムパーティー！ 仲間からの
メッセージカードも嬉しかったです。セブ島の良い思い出が出来ました！

出発日３月６日（５泊６日）
会員歴１年８ヵ月　波多腰さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年９ヵ月　渡辺さん

出発日３月６日（５泊６日）
会員歴２年３ヵ月　林さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年２ヵ月　阿部さん
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初 め て セブ に いっ たよ。バ ナ

ナボートたのしかったよ。つよ

くて、はやくて、おもしろかった

よ。ビュンビュンきもちよかっ

たよ。さ か な にえさを あ げ た

ら、あつまってきた。きれいだっ

た。でっかいさかなは、みどりで

キンキラキンできれいだった。くち

がとんがって、こっちにむかって

きてこわかった。ちっちゃいさかな、えさをあげるとき、てによってきてかわ

いかった。パラセーリングは上にあがったとき、とまったコーラルポイン

トリゾートやきれいなあおいうみがいちめんにみえました。さいしょはこ

わくて、したはみなかったけど、なれたときは、したをみてもだいじょう

ぶだった。おりてきたなーとおもいました。スルスルおちていったなーと

かんじたからです。さいごのごはんはおいしかったよ。エビのごちそうは

かわまでたべて、しっぽまでたべておいしかったよ。またこんどいくね。

メイドのおねえさんたちありがとう。

パラセーリングは上にあがったとき、とまったコーラル
ポイントやキレイなあおいうみがいちめんにみえました！

カミギン島の温泉は自然に川に流れ、川の水＋温泉が混じり、木々
の間に自然がたっぷり！！地元民、外国人とプールで触れ合いました

初めての外国。しかもセブに行
けてすごくうれしかったし、楽し
かった。一番心に残っているの
は、まっさおな海に入って、たく
さん の 魚 に 触 れ 合えたことで
す。自分の手から次々に寄って
来る魚たちにエサをあげた時は
興奮してワクワクしてしまいま
した。船に乗って海風の中を通
っていく気持ち良さははじめて
の体験でした。また空を飛べた
時のうれしさ！沢山のすばらしい
思い出が出来ました。料理もすご
くおいしかったです。最終日前日
は、コーラルポイントリゾートでメイドさんに何種類ものめずらしいごち
そうを作ってもらいました。日本の料理みたいで安心し、まためずらしい
料理もたくさん食べる事ができました。セブの旅で一番美味しかった料
理はメイドさんたちの手作りの夕ごはんでした。またマンゴーやパイナッ
プル等の新鮮な美味しいジュースやフルーツがたくさん食べられて本当
に幸せでした。メイドさんもすごくやさしく、一緒に遊んだり、プールに付
いて行ってくれたり、親切にしてもらいました。海外は最初不安で心配で
したが、すごく楽しく日本では味わえない素晴らしい風景や海遊び、料理、
人に会うことができました。海外旅行に行ったことのない人は、最初にセ
ブに行くことをおすすめします。天候によって左右されますが、晴れてい
たら最高です。セブの旅にお世話になった皆さん、ありがとうございま
した。

セブの思い出

初めてセブにいったよ！ バナナボートたのしかったよ。ビュンビュンきも
ちよかったよ。さかなにえさをあげたら、あつまってきた。きれいだった♪

セブの旅で一番美味しかった料理は、メイドさんたちの手作りの夕ごは
んでした！新鮮な美味しいジュースやフルーツも食べられ本当に幸せ♪

セブ！！最高！！ たのしかったよ。またいきます

カミギン島の温泉バカンス
４月３日、マクタン・セブ国際空
港に夕方到着。セブの４月は真
夏。初めて真夏を経験しました。
今回は、フィリピンの温泉に挑
戦。翌日ＡＭ４時に起きてセブ
国際空港から国内線に乗りカミ
ギン島目指して出発。（船で行く
と１０時間くらい掛かるとの事
でした）カミギン空港に到着。ロ
ーカル空港の状況は田舎の良
い雰囲気、びっくりと満足が入り
混じった感じ！現地からの迎え
の車で高級コテージ先に移動。
但しドライバーのスピードには
恐れ入った。翌日から２日間滞

在、雲に隠れるくらいの高い山、たぶん火山帯があるのだろう。ガイドの
案内で３ヵ所の滝めぐり、飲み水も良質、山の水で魚場も豊富に魚が獲
れるのだろう。地元のレストランにて、料理は美味しい。大きなラプラプ
の丸揚げ、生エビ、カニ、イカ、他最高に美味しい。少々食べ過ぎて腹に負
担あり。温泉は自然に川に流れ、川の水＋温泉が混じり、木々の間に自然
がたっぷり！！地元民、外国人とプールで触れ合いました。翌朝は近くの
島、ホワイトアイランドへ。満潮ＡＭ１１時頃から島に海水が溢れ出し埋
没してしまう不思議な島を経験。３日目はＡＭ２時半に起き船に乗りミン
ダナオ島に向け出発。島の観光では自然の炭酸水を飲んだりしてマクタ
ン空港へ。翌日はパンダノン島でＢＢＱ。海にもぐり、波打ち際での砂遊
び、真夏で真っ黒に日焼け。夜はダンスのメンバーで踊りに、食べて、ス
パ、ネイルサロンと忙しく楽しみました。ガイドさん他、スタッフの皆様方
には沢山のお世話に預かり、ありがとうございました。

初めての外国！ しかもセブに行けてすごくうれしかったし、楽し
かった♪まっさおな海に入って、たくさんの魚に触れ合えました！

初めてセブに行けてとっても楽
しかったです。セブに行って一
番心に残ったのは、海に入って
たくさんの魚とふれあえたこと
とパラセーリングです。日本の
海 はあまり魚を見る 事 が 出 来
な い け れど、きれ い な 海 に は
たくさんの魚がいて、大きな魚
がよってきて最初はとても怖か
った。小さな魚や色のきれいな
魚などがたくさんいましたが、
黄緑色の魚が一番きれいでし
た。海もすけていて、底までみえて
ました。とてもすてきでウキウキ
しました。プールで久しぶりにたくさん泳げたのも気持ちがよかったです。
パラセーリングをする前はとってもドキドキしていました。私は一度でいい
から空を飛んでみたかったので、空を飛んだ時は、とても気持ちがよくて、
ずっと飛んでいたいなと思いました。上空から下を見たら、太陽で反射し
た海が光って見えました。街の景色もとてもキレイでした。鳥はいつもこん
なにきれいな景色を見ていると思ってうらやましくなりました。初日に行っ
たマリバゴグリル（フィリピン料理店）もとっても最高でした。ホタテのバタ
ー焼きが一番おいしかったです。街もたくさんの人がいて、とてもにぎやか
でいいなと思いました。部屋でメイドさんと遊んだ時も楽しかったです。メ
イドさんとは言葉が通じなかったけど、気持ちが通じて楽しく遊べました。
親切にもしてくれました。すごく楽しくて心に残った思い出のセブ旅行で
した。またセブに行きたいです。

メイドさんとは言葉が通じなかったけど、気持ちが通じて楽しく遊べました。
親切にもしてくれて、すごく楽しくて心に残った思い出のセブ旅行でした！

海にもぐり、波打ち際での砂遊び、真夏で真っ黒に日焼け！夜はダンス
のメンバーで踊りに、食べて、スパ、ネイルサロンと忙しく楽しみました

セブに行って一番心に残ったのは、海に入ってたくさんの魚とふれあ
えたこととパラセーリング！空をずっと飛んでいたいなと思いました♪

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴８年４ヵ月　関根さん

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴８年４ヵ月　関根さん

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴８年４ヵ月　関根さん

出発日４月３日（７泊８日）
会員歴５年４ヵ月　中村さん
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今回は、「ボラカイ島へも行こ
う！」と話がまとまり、７名の参
加で成田空港を出発しました。
遅れもなくマクタン・セブ国際
空港に到着。空港を出るとやは
り暑いセブの匂いが…ガイドの
シャローンさんの出迎えで、夕食
はオープンレストランでフィリピ
ン料理をゆっくりと堪能し、コー
ラルポイントリゾートに到着。
いつも笑顔で迎えてくれるメイ
ドさん有難う。２日目、カモテス
島へ行く予定でしたが、パンダ
ノン島へ行く事に。初めてこの
島に来たのは２年前、砂浜が広
かったが、年々狭くなってきた
のでは？泳いだ後は、バーベキ
ュー。明日は、今回の旅の目的

ボラカイ島へ…。３日目、朝６時にコーラルポイントリゾートを出発し、セ
ブ国際空港へ向かいました。搭乗手続きを済ませ、７時３０分発の便で
パナイ島の北にあるカティクラン（ボラカイ空港）まで、飛行時間１時間
１０分の空の旅を楽しみました。空港から港までバスで移動（約１０分）そ
こから小 型 船で（ 約 １ ５ 分 ）ボラカイ島 上 陸 。港 から宿 泊 先 P A T I O  
P A C I F I C  R E SO R Tまで車で約３０分、ウェルカムドリンクをいただきな
がらチェックインを済ませ、ホテルのレストランでゆっくりと昼食タイム
…。日差しが強いので部屋でしばらく休息後、ホワイトビーチを散歩。の
んびり過ごし、夜はトライシクルに乗ってＤモール（ショッピング街）を見
学、楽しいボラカイ島初体験でした。４日目、海やプールで泳ぎリラックス
して過ごしました。セブへ戻ると、バディアンゴルフリゾートでゴルフ。そし
て、セブ市内では観光も楽しみました。今回もセブ滞在中、スタッフの皆様
の旅のサポート、有難う御座いました。追伸、村松理事様、パーティーで
はサプライズの差し入れ “ 子豚の丸焼き ”（レチョン）は美味しかったで
す。有難う御座いました。

ホワイトビーチを散歩♪のんびり過ごし、夜はトライシクルに乗って
Ｄモール（ショッピング街）を見学、楽しいボラカイ島初体験でした！

セブ島では、バディアンゴルフリゾートへも行き、ディスコも満喫！少し
甘いお酒を飲みました♪メイドさんも含め９人でとても楽しい夜でした 

セブに着いたのもつかの間、今
回初めて“カミギン島 ”からの観
光でした。火山島で温泉もあり、
水の豊かさを感じました。翌日
は無人島のホワイトアイランド
へ。白い砂、グラデーションに光
る美しい海の色、そして青い空。
この 美しい 島 は 毎日午前１１
時頃には水没します！まもなく水
没してしまう不思議な島に大興
奮です。大の字になり寝転んで
大はしゃぎしました。セブに戻り
エステをしたり、ジェルネイルを
したり、バーベキューをしたり、もちろんダンスもしたり。身体障害を抱え
た夫と毎日楽しく、無事に過ごせたのは、一緒に旅してくれた４人の手助
け、見守りがあってこそでした。そしていつも夫のペースに合わせてもら
った事でした。ガイドのリサさんはいつも夫に寄り添い、手を取って下
さいました。もちろんドライバーさんも。移動は常に車椅子、船までは
おぶって連れて行ってもらいました。コーラルポイントリゾートでは笑顔
がかわいいメイドさん達に心癒され、のんびり過ごしました。すごいのは、
朝お願いした洗濯物が翌日にはきれいにたたまれて戻っているんですよ！
ありがたいんです。朝田統括さん、連れて行ってくれてありがとう。そしてサ
ポートしてくれたスタッフの皆様、本当にありがとうございました。ワールド
ビッグフォーリゾートで過ごせた事、本当に感謝しております。感謝、感謝
の楽しいセブ旅行でした。

再びセブへ

今回は、「ボラカイ島へも行こう！」と話がまとまり、８泊９日、７名
の参加で成田空港を出発！ パナイ島の北まで、旅を楽しみました

仲間に助けて頂き、見守られて、夫と毎日楽しく、無事に過ごせました！
サポートしてくれたスタッフの皆様、本当にありがとうございました

助けて頂き、見守られて セブ・ボラカイ島の旅

ただいまセブ
夜、セブに到着したら、ガイドの
ミキさん、ドライバーのナルドさ
んが出迎えてくれました。その
ままコーラルポイントリゾート
に行き、メイドのアイリーンさ
ん、アントネットさん、ミッシェ
ルさんが出迎えてくれ 、２階の
素敵な部屋に泊まりました。２泊
３日でカモテス島に行きました。
ガイドのミキさん、ドライバーの
ナルドさん、メイドのアンジさん
とノバさんで行きました。カモテ
スリゾートにはとても良い部屋と
大きなバルコニーがありました。
夕方の夜景がとてもきれいでし

た。サンティアゴビーチで海を眺めました。レイクダナオパークという湖と
ティムボケーブという洞窟を見学しました。２泊３日でバディアンゴルフリ
ゾートに行き、カワサンフォールという滝とマンタユパンフォールという
滝を見ました。ロザリーさんとも会えました。その日の夜９時にはガイド
のミキさん、ドライバーのナルドさん、メイドのアントネットさん、ミッシ
ェルさん、ジョッジアさん、ノバさん、リゼールさん、アンさんと私の９人
でロトスというディスコに行きました。サンミゲールライト（ビール）とア
ントノブという少し甘いお酒を飲みました。とても楽しい夜でした。帰る前
日の夕方６時からホテルのバイキングのディナーパーティーに行き、美味し
い食事を食べました。次の朝、成田に帰りました。ガイドのミキさん、ドラ
イバーのナルドさん、メイドのアイリーンさん、アントネットさん、ミッシ
ェルさんどうもありがとうございました。またいつか行きたいと思ってい
ます。

グラデーションに光る美しい海！ 今回初めて“カミギン島”から
の観光でした。火山島で温泉もあり、水の豊かさを感じました

二度目のセブ旅行…前回はスキュ
ーバダイビングでしたが、今回
は釣りを目的に、ルアー等をト
ランクに入れて、大物を狙うべ
くお気に入りの釣り竿を持って
いざ空港へ。出発前に電話で確
認はしたものの、１０センチ程の
長さがオーバーの為、機 内 へ の
持ち込 み ができず、残念、無念！
セブマクタン島に着いて、フィリピ
ン料理のレストランで食事をして、コーラルポイントリゾートに着くと、可
愛いメイドさん達の出迎えとマンゴジュースの美味しさに癒されました。パ
ンダノン島でのバーベキュー、シュノーケリング。そして、ボラカイ島でサ
ーフボード漕ぎの初挑戦。また、バディアンゴルフリゾートでのゴルフ、マ
ッサージ…e t cと楽しむ事ができました。でも、食べ過ぎ？で体調を崩した
のと、魚を釣り上げて皆さんに振る舞 い が 出 来 な かった の が 残 念でし
た。が、沢山の思い出ができました。お世話して頂いた鈴木統括さんはじ
め、ご一緒して頂いた皆さんに感謝致します。ありがとうございました。

バディアンゴルフリゾートでのゴルフを堪能！ ボラカイ島で
はサーフボード漕ぎの初挑戦等、沢山の思い出ができました！

カモテス島に行きました！ サンティアゴビーチで海を眺め、レイクダナオパーク
という湖とティムボケーブという洞窟を見学！夕方の夜景がとてもきれいでした

再びセブへ！前回はスキューバダイビング、今回は釣りを目的に、
大物を狙うべくお気に入りの釣り竿を持っていざ空港へ…

出発日４月１２日（８泊９日）
会員歴５年１０ヵ月　石澤さん

出発日４月１２日（８泊９日）
会員歴２年１ヵ月　小島さん

出発日４月３日（７泊８日）
会員歴４年２ヵ月　蒔田さん

出発日４月２５日（１１泊１２日）
会員歴３年１ヵ月　高橋さん
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昨年の４月は、長女の出産や大
手術と大変な年だったが、あれ
からやっと丸一年経ち、今年は
何事も無く過ごせたらいいのに
と思っていた矢先、東京に住む
次女から「私と長女、ベビー２人
の５人でセブ旅行しよう！」との
TE L。ベビー連れは大変だが、こ
れはきっと神様からのご褒美か
も知れないと思い、喜んでO K！
４月１６日～２０日、４泊５日
のセブ旅行にドキドキ、ワクワク。
関西国際空港から“ヒューン ”と
マクタン・セブ国際空港へ。到
着するとガイドのミキさんやド
ライバーのフランシスさんが待
機してくれていた。車を走らせ
て行くと、T Vで見たことのある
ジプニー、色がカラフルで面白

い。乗り合いタクシーなので好きな所で乗降できていいなと思った。滞在
期間中にはボートに乗り、離島での海水浴やバーベキューを楽しんだ。
マクタン島からセブ市内を結ぶマクタン大橋を渡り、ショッピングやラン
チに舌鼓、観光ではセブの守護神サントニーニョ像を見たり、キリスト教
布教の為セブ島に来たマジェランを撃退した、英雄ラプラプ像のボディー
を眺めたり、食では、食べたかったハロハロ、彩りは良かったが、かき氷が
多くて舌はヘロヘロ。さよならパーティーでは沢山のおいしい料理、生バ
ンド、ノリの良いメイドさんのダンス。相席していた新潟からの奥様たち
とも語らい、そして、全員が孫の屈託のない仕草に大爆笑。あっという間
の４泊。今こうして振り返ると、コーラルポイントリゾートはまさに「おも
てなし」だなと思いました。ガイドさん、メイドさん達とは言葉は通じなくと
も心の温かさで通じ合うものだと実感しました。最高の旅でした。P. s .どこ
のレストランよりもメイドさんのジュースが最高に旨かった。車道は信号
がないのに、ジプニー、バイク、人が上手に譲り合う、フランシスさんはじ
め皆運転が上手く手馴れたもので感心した。

あっという間の４泊！ 今こうして振り返ると、コーラルポイントリ
ゾートはまさに「おもてなし」だなと思いました。最高の旅でした！

普段なら子連れだからと我慢していた事も楽しめました！ 本当の
家族のように子供達の面倒を見て下さった現地スタッフさんに感謝

突然決まった５泊６日のセブ旅
行！セブは初めてということも
あり、とても楽しみにしていまし
た。３月は卒業、引越しシーズ
ンで忙しい時期でもあり迷いま
したが、思い切って行って来ま
した。マクタン・セブ 国 際 空 港
に着くと、ガイドさん達が笑顔
で 出 迎えて下 さり、さっそくセ
ブ料理をいただきました。雰囲
気のあるお店と美味しいお料理
に 飛 行 機 の 疲 れも癒されまし
た。２日目はシーウォーカーに
買い物、夜はオカマショーを楽しみました。煌びやかな世界に目を奪われ
ました。３日目はボホール島へ。チョコレートヒルへ行き、手乗りサイズの
ターシャ（メガネ猿）を見て島を満喫しました。お昼は船の上でセブ料理
をバイキング形式でいただき、最高のクルージングでした。４日目はパ
ンダノン島のビーチへ行きました。遠浅のビーチは本当に美しく、泳いだり
貝やヒトデを探したりと海を楽しみました。思いがけず可愛い人魚にも出
会いました。遊び疲れた後のマッサージは最高で、身体を癒してもらいま
した。何もかもが楽しく、あっという間の６日間でした。現地のガイドさん、
ドライバーさん、スタッフの皆さんには、本当にお世話になりました。楽し
い旅をありがとうございました。

最高の思い出・セブ島旅行

東京に住む次女から「セブ旅行しよう！」とのTEL。神様からのご
褒美に喜んでOK！関西国際空港から“ヒューン”と行って来ました！

パンダノン島の遠浅のビーチは本当に美しく、泳いだり貝やヒトデ
を探したり海を満喫♪思いがけず可愛い人魚にも出会いました♡

初めてのセブ旅行 あっという間の４泊！

現地スタッフとセブ島の人々の笑顔と温かさ
今回思いがけずこのセブ旅行が
実現しました。私の他、１歳半
の息子と母、そして私の双子の姉
とその娘（１歳）の同行。楽しみな
反面、子供のフォローに負われる
事がほとんどかな…と覚悟してい
たものの、現地スタッフさん達が
本当の家族のように子供達の面
倒を見、そして笑顔を下さいまし
た。お陰で、普段なら子連れだか
らと我慢していた事もほとんどを
楽しむ事が出来ました。子 供 達

も、現地の子供達や人々と触れ合い、本当に楽しそうにしていました。メイ
ドさん達のダンスの時は、息子もクルクル回って踊り、はしゃいでいまし
た。あんな息子の表情は初めて見ました☆。４泊５日はあっという間でし
たが、この旅で “夢のよう”の言葉の意味が分かった気がしました。そして、
豪華なハード面を超える、ソフト面の素晴らしさを感じました。スタッフの
方々には、「心からのおもてなし」がしっかりと言動に表れていたのです。
ある意味、どんな高級ホテルに泊まっても、この感動と心の温かみを感じる
事は少ないのではないでしょうか。この国、セブ島、そしてここに暮らす
人々だからこその「ワールドビッグフォー」なのだと改めて実感しました。

遊び疲れた後のマッサージは最高！ 何もかもが楽しく、あっという間
の６日間でした！スタッフの皆さん、楽しい旅をありがとうございました

入会して初めて、念願だったセ
ブ島に７名で行って来ました。
７日、１４時過ぎの便で出発し、
宝石を散りばめたような夜景き
らめくマクタン・セブ国際空港に
無事到着。ガイドのシャローン
さんと運転手のベルナルドさん
の温かい出迎えを受け、セブ市
内を抜けて宿泊先のコーラルポ
イントリゾートへ。明るい笑顔の
メイドさんにA棟４階のゆった
りした大きく豪華な部屋に案内
されました。朝、窓を開けると、
憧れていた南国の青い空とブー
ゲンビリアなどの花々、ヤシの
木やココナッツ、真っ青な海の
広がる景色が眼下に広がっていました。朝食は楽しい話をしながら新鮮で
おいしいマンゴジュースやパイナップル、そしてバナナジュースを頂きまし
た。夏休み期間中のセブ島は、人や車で活気に満ち溢れ、市内には大きな
マーケットやレストランも充実していました。驚いたことは信号が無いのに譲
り合いの運転でほとんど事故が無い事でした。ボホール島の奇山・チョコレー
トヒルズ、食事をしながら川を下るクルージングと新鮮なココナッツジュー
スを堪能。真っ青な海と空を独り占めしたパラセーリング、魚と間近で触れ
合うシーウォーキング、海上を爽快に走り抜けるバナナボート。１日のんび
り過ごしたコーラルポイントリゾートのプール。船を貸切ってのクルージ
ングと真っ白な砂浜のパンダノン島。南国の素晴らしさを満喫した至福の
旅となりました。本当に気の合った７名と共に過ごせたこと、スタッフ全員
の心遣いを心から感謝しています。最高でした。

チョコレートヒルズがあるボホール島で記念撮影！ 本当に気の合っ
た７名と共に過ごせたこと、スタッフ全員の心遣いを心から感謝！

セブ島の人々の笑顔と温かさを実感！ ４泊５日はあっという間でし
たが、この旅で“夢のよう”の言葉の意味が分かった気がしました！

のんびり過ごしたコーラルポイントリゾートのプール、船を貸切っての
クルージングと南国の素晴らしさを満喫した至福の旅となりました！

出発日４月７日（６泊７日）
会員歴１年１１ヵ月　関口さん

出発日４月１６日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　奥村さん

出発日３月２５日（５泊６日）
会員歴２年５ヵ月　小林さん

出発日４月１６日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　若林さん


