
ごあいさつ
南国の大自然を堪能、そして人生を楽しむ、セブ島は私達の楽園。

心までも澄み渡る景観、掛け替えのない健康づくりにも役立つ癒し安らぐ自然環境は

何度体験しても味わい深く、幸福に満たされた滞在は、私達に最高の思い出として心に刻み

込みます。珊瑚礁が広がる大海原でのマリンスポーツは勿論、笑顔が溢れる市内観光やゴルフ体験

また女性には嬉しいエステ、マッサージ等も充実！人気のショッピングやアイランドホッピングも

老若男女を問わず思う存分に楽しめます。初めての体験の数々に今までの人生観をも変えるセブ島は

皆様を至福の世界へと導くことでしょう。是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

思わず微笑むハッピーリゾートライフ、ストレスフリーなひとときをお気軽にご満喫下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、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。

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！爽やかな風に身を委ね、豊かな大自然の中で味わう究極の「お
もてなし」。ワールドビッグフォーリゾートでは、会員皆様のセブへのお越しを心よりお待ちしております。尚、当社
提携旅行会社による平成２８年９月末までの航空料金は、引き続き上記の通りとなりましたのでご案内致しま
す。楽しいご旅行を計画される為にも、ご予約は出発日より４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）の早期手続き
をお勧め致します。詳細等は、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。                        　　                                   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   編集担当　齊藤充彦

ワールドビッグフォー　本部事務局
◆お問い合わせ◆

〒113-0034 東京都文京区湯島３－17－１ 湯島大同ビル3階・4階
TEL：０３（５８１７）０７０１　            　　FAX：０３（５８１７）０７０２

URL  http://www.wb4.jp/                     編集担当：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

（注）年末年始等のピークシーズンは、ご予約時の混雑状況により料金が高くなります。現時点では
　　まだ分かりませんのでお問い合わせ下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
①上記料金は平成28年3月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②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。
③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。
④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。
⑤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。
⑥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

０４／０１～０９／３０ ￥75,890円より ￥60,000円より ￥10,400円より

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）

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28年4月号

心癒される「おもてなし」　大自然に佇む究極のリゾート

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治
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真冬の大寒波の長野から南国のセブ
島に向けて、主人を含む７名の旅が始
まりました。計画も全部他の方にお願
いし、ただ付いて行くだけの初めての
セブ島。不安もありましたが、コーラル
ポイントリゾートに着いた時、豪華な施
設と明るいメイドさん達の笑顔にほっ
としました。ストローが立つ程濃厚なマ
ンゴージュースの甘さ、窓の外に広が
る朝日を浴びた南国の花や木々、静か
な海は感動的でした。毎朝心のこもっ
た美味しい朝食を頂き、市内観光やシ

ョッピング、マッサージ、真っ白な砂浜が続くパンダノン島で海に入ったり、貝や珊瑚の欠片
を拾ったり、美味しい海の幸のＢＢＱを食べ、マーケットでの買物、全員でのビンゴゲーム。
ボホール島では可愛いメガネ猿のターシャに会い、ロボク川クルージング、チョコレートヒ
ルの山々を見てと夢のような毎日。開いて頂いたパーティーでは生バンド演奏付きの美味
しい料理、皆で踊ったダンス、とても楽しかったです。特にフィリピン料理は私好みの味で大
満足でした。何でも応えてくれる日本語の上手なガイドのミキさん、優しくて運転上手なナ
ルド君、明るく元気なメイドさん達、本当にありがとう。初めての私たちの為にと考えて頂
き、素晴らしい時を一緒に過ごして下さった５名の方々、お腹が痛くなった主人を全員で心
配して下さり、本当に感謝しています。いつの日か、また一緒にお願いします。このような出
会い、旅が出来たのもワールドビッグフォーのおかげと感謝の心でいっぱいです。

真っ白な砂浜が続くパンダノン島♪ 貝や珊瑚の欠片を拾っ
たり、美味しい海の幸のＢＢＱを食べ、夢のような毎日でした！

バディアンゴルフリゾートでゴルフをプレー！ 沢山のギャラリー
（犬、羊、子供達）の声援を受けて（笑）スコアは秘密です♪

久しぶりのセブ行き！朝９時３０分に
家を出てセントレア（中部国際空港）
へ。以前は朝６時には家を出て成田空
港へ行ったが、セントレア出発で３時
間の余裕が出来たのは本当にありが
たい事です。何となくセブが近くなった
様な気がして行く回数が増えるかも…。
今回は６泊と今までより２泊も多いの
に人数は５人と少人数！初めての人を
中心に行動をしようと言うことで、到着
した夜は皆でこれからの予定を打ち合
わせ。２日目はカオハガン島へ、パッチ
ワークで有名な島です。ゆっくりと島内
を見て子供達と触れ合い、バーベキュ
ーで腹ごしらえ、島を一回りしコーラル
ポイントリゾートに帰り夕食、またセブ市内へ出ました。翌日はバディアンゴルフリゾートで
ゴルフを楽しむ！私は今回、医者に止められていたのでギャラリーに回り、冷やかしながら半
日楽しく過ごしました。翌日は朝６時にジンベエザメを見るという事で海岸端をぐるっと回り
朝８時頃到着。もうすごい人で一杯、色々説明を聞き私たちのグループが船に乗り込みジン
ベエザメの居るところへ、ジンベエザメは手に届く所まで寄ってきたり、大きな口を開け餌
を飲み込む様は何とも荘厳、船頭さんが私のカメラで撮ってくれると言ってカメラを持って
潜って行き、２０分、３０分と時間が経っても上がって来ず、皆で「カメラを持って行ってしま
ったのかな？」なんて心配をしていたのですが、その後ちゃんと上がって来ました。ジンベエ
ザメも珍しかったのですが、船頭さんの１度に潜ったら３０分以上も上がって来ない事に
驚き、前回よりも更に感動をして帰って来ました。５日目は久しぶりにボホール島へ、この島
も今新飛行場の工事が始まっている様です。最終日前日は少しショッピングをしようと市内
に出ました。道路工事はあちらもこちらも、新しいビル建設が本当に盛んで、グッと綺麗な車
が多くなっていてフィリピンの発展は目を見張るようです。この次又行くのが楽しみです。

楽しかったセブ旅行

パーティーでは生バンド演奏付きの美味しい料理！ 皆で踊ったダンス、
とても楽しかったです。特にフィリピン料理は私好みの味で大満足♪

久しぶりのセブ行き！ カオハガン島のバーベキュー、ジンベエザメ、
ショッピングを満喫。前回よりも更に感動をして帰って来ました！

晴天に恵まれたセブ島旅行 最高に楽しかった初めてのセブ旅行

初めてのセブ旅行！
今回、初めてセブ旅行を楽しみました。
１日目コーラルポイントリゾートに宿
泊。中はゴージャスで広 と々した部屋で
驚きました。利用した部屋はＡ棟５階・
１階でした。２日目、バディアンゴルフ
リゾートでゴルフをプレー、コーラルポ
イントリゾートから約４時間近くかかり
少し疲れました。フェアウェイは狭い所
もあり、グリーンは速い所もありで大変
でした。沢山のギャラリー（犬、羊、子供
達）の声援を受けてプレーを楽しみまし
た。スコアは秘密です。又パス（スキッ

プ）でプレーを楽しみました。３日目はカワサン滝でシャワーマッサージを体験致しました。
少し痛いくらいでした。午後はスミロン島の北オスロブで世界最大の魚ジンベエザメウォッ
チングを楽しみました。４日目はバンカーボート（現地の船）で無人島へ行きシーウォーカ
ー。そしてバーベキューを頂きました。今回の食事はフィリピン料理、イタリアン、日本食、特
にゴルフ場で食べた焼きうどんが美味でした。またビール、ワイン、トロピカルドリンク最高
でした。お土産はチョコマンゴーとドライマンゴーを沢山買いました。初めてのセブ旅行で
楽しませて下さったスタッフの皆さん、ガイドのミキさん、運転手のベルナルドさん、ゴルフ
キャディーのジャッキーさん、イビさん、メイドのミッシェルさん、アイリーンさん、アントネッ
トさん、ワールドビッグフォーのスタッフの皆さん、旅行に誘ってくれた小島さん、本当に有
り難うございました。次回は４人の仲間でセブ旅行を楽しみたいので、お楽しみに♪

ショッピングで市内に出ると新しいビル建設が本当に盛ん！
グッと綺麗な車が多くフィリピンの発展は目を見張るようです！

今回で４回目のセブ旅行になります。

１月２２日、７人のグループで出発し

ました。初めてお会いした方もいました

が、気軽にお話でき和気あいあいと楽

しい旅になりました。セブ島では２５日

から何日間かキリスト教の集まりがあ

り、入れないところもあるので、２日目

はセブ島での観光とショッピングを楽

しみました。３日目はパンダノン島での

バーベキュー、お肉もお魚もとてもお

いしく、海はブルーとグリーンの帯状に広がり、思わず皆で歓声を上げました。夜は日本から

グループの方が持って来て下さったそうめんとごはん、そしてメイドさん達が作ってくれたフ

ィリピン料理で楽しい夕食、ビンゴゲームで大いに盛り上がりました。４日目はボホール島

への船旅、待合室でのマッサージで頭も身体も軽くなりました。５日目は雨になりましたが

マッサージ、かかとの角質とりとネイルでゆったりした時間を過ごしました。今回の旅行も良

い仲間に恵まれ、フィリピン料理、中華、韓国料理とどれもおいしくとても楽しく過ごす事が

できました。今回お世話になったワールドビッグフォーの社員の皆様、本当にありがとうござ

いました。

７人のグループ和気あいあいと楽しい旅♪観光、ショッピ
ング、マッサージなどでゆったりした時間を過ごしました！

初めてのセブ旅行！ バンカーボート（現地の船）で無人島へ
行きシーウォーカー体験。また、バーベキューは最高でした♪

４回目のセブ！ 今回の旅行も良い仲間に恵まれ、フィリピン料理、
中華、韓国料理等を堪能！とても楽しく過ごす事ができました

出発日１月２２日（５泊６日）
会員歴９年４ヵ月　永田さん

出発日１月２２日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　髙木さん

出発日１１月４日（６泊７日）
会員歴１７年１ヵ月　池上さん

出発日１１月２７日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　戸髙さん
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実は、昨年 3月のセブ島旅行中

に体調を崩してしまい、日程の

半分しか楽しめませんでした。そ

こで今回のリベンジ旅行となっ

たのです。前回同様、妻と姉との

3人旅です。マクタン・セブ国際

空港でガイドのシャローンさん

の出迎えを受け、リベンジ旅行

の始まりです。到着した日のフ

ィリピン 料 理 の 夕 食 は 懐 かし

く、そして美 味しい 料 理 に 3人

で乾杯です。２日目に、前回行けなかったカモテス島に行きました。青い

空、青い海、リニューアルした施設に感激しました。今回最も楽しみにして

いたセブ市最大のシヌログ祭りを見ました。幼きイエス像サント・ニーニ

ョを崇めるセブ版リオのカーニバルでの人々のエネルギーには驚きまし

た。旅行の後半からは、ガイドさんがミキさんに代わり、セブ市内の観光

です。マジェラン・クロス、サント・ニーニョ教会、サンペドロ要塞、最後の

晩餐礼拝堂、道教寺院、展望台等を見学しセブ島の歴史を少し垣間見る

ことが出来ました。来年も同時期に旅行を計画し、セブの新しい発見をし

たいと思います。

セブ市内の観光では、マジェラン・クロス、サント・ニーニョ教会、
サンペドロ要塞、最後の晩餐礼拝堂、道教寺院、等を見学！

展望台からの夜景に感激！ 上に星空、下には宝石を散り
ばめたような町並み、セブの魅力との新しい出会いです♪

３０年程前、初めてのマニラにて、私

は兵士に囲まれていた。緊張が走る、

そのホテルに現れたのは「コラソン・

アキノ」氏だった…。あれから時が経

ち、リゾートとして発展して来たセブ

へ。今回は家族に勧められての旅行で

したが、かつてとは違った平和で活気

に満ちた雰囲気が印象的でした。この

地にワールドビッグフォーは、素晴ら

しいロケーションの施設を有しておら

れますが、何日か過ごすうちに、本当の価値は会社のスタッフの会員に対する「おもてな

し」にあるのでは？と、考える様になりました。ゲストの側に立ち、多様な要望に応えよう

と、明るく働く姿には、素直にうれしく又、感心しました。この会社の姿勢が表われているよ

うに感じました。確かに諸アジアを旅すると、トラフィック等インフラには、まだまだ感があ

ります。されど、市街郊外を問わず何処にでも溢れるほど多くの子供達に笑顔があり、これ

からを担っていくのだろう…と思え、帰国後、何だか考えさせられてしまったのは自分だけ

では無いと思います。セブは天気も人柄も良くて、本当に楽しめました。また行きたいなと

思います。ありがとうございました。

家族旅行

今回はリベンジ旅行！ 前回行けなかった「カモテス島に！」また、
最も楽しみにしていたセブ市最大の「シヌログ祭り」も初体験！

あれから３０年、リゾートとして発展してきたセブへ！ 平和で活気に
満ちたセブ体験。本当に楽しめました。また行きたいなと思います

いや～楽しいですね！ワールドビッグフォー！！ リベンジ セブ旅行

楽しみにしていたセブ旅行
今回のセブ旅行は、ほんとに楽

しみにしていました。実は昨年

の 3月セブ島旅行中に主人が病

気になりセブ市内の大学病院に

行き診察で大変でした。まだ完

治ではありませんが、自然豊か

なセブ島の空気がきっと主人の

病気を治してくれると信じてセ

ブ旅行を計画しました。今回も

前回同様、主人の姉との 3 人旅

です。マクタン・セブ空港でガイ

ドのシャローンさんの出迎えを受け、私が楽しみにしていたフィリピン料

理のお店に無事到着、ビールで乾杯です！主人は歴史が好きで、セブ市内

の教会やマジェラン・クロス、最後の晩餐礼拝堂等に興味深く見学していま

した。私は、展望台からの夜景に感激しました。上に星空、下には宝石を散

りばめたような町並み、セブの新しい出会いです。しかも前回行かなかった

カモテスリゾートに行きました。リニューアルした施設がとても素晴らしか

ったので、次回はここに泊まりましょうと主人と約束しました。最後にメイド

さん、ガイドさん、ドライバーさん、ありがとうございました。

いや～楽しいですね！ ワールドビッグフォー！！ 素晴らしいロケーショ
ンの施設以上の「おもてなし」に素直にうれしく又、感心しました！

またまたセブです！6回目、今回

は念願の旅行で～す♪娘と孫3

人、女だけの旅です。いつもセ

ブの話しばかりで、一度も行っ

た事のない娘、孫も大喜びでし

た。できること全てを6泊中にや

りたい！とのことで、スケジュー

ルをしっかり立てて出かけまし

た。短い滞在期間でスケジュー

ル通りに動く事が出来てやりた

い事全てをこなしました。楽しかったり、怖かったり、痛かったり、冷たかっ

たり、たくさんの事を経験したようです。冬から夏へ、寒いねから暑いね

へ。メイドさん達にも可愛がって貰い孫達も満足そうでした。最終日前夜

のパーティーもはしゃいでダンスをしたり、とても思い出になった旅だっ

たと思います。又近い将来、セブの思い出を作る為に行きたいと思ってい

ます。ガイドのリサさん、ドライバーさん、孫達をよく見ていただいて、楽し

い日々をありがとうございました。ワールドビッグフォー様に感謝し、また

セブに行きたいと思います。

娘と孫3人、女だけの旅です！ 冬から夏へ、寒いねから暑い
ねへ。メイドさん達にも可愛がって貰い孫達も満足そうでした！

主人の姉との3人旅！ カモテスリゾートではリニューアル
した施設に感動し、次回はここに！と主人と約束♪

全てを6泊中にやりたい！ とのことで、楽しかったり、怖かっ
たり、痛かったり、冷たかったり、たくさんの事を体験！（笑）

出発日１月３日（６泊７日）
会員歴９年６ヵ月　佐藤さん

出発日１月１３日（８泊９日）
会員歴３年３ヵ月　小林さん

出発日１１月２９日（４泊５日）
会員歴３年３ヵ月　雨宮さん

出発日１月１３日（８泊９日）
会員歴３年３ヵ月　小林さん
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今回は初めてのセブ。去年１０月に決
まってからワクワクして当日を迎えまし
た。夜８時頃着き、夕食は日本料理店
でマンゴー寿司を頂き、リゾートに向
かいました。暑いせいか大勢の若者、
子供達が道路脇で食べたり話をしてい
て、夜なのに賑やかなこと！！翌日からは
真青な空、海から昇る太陽を拝み、マン
ゴージュース、バナナやパイナップル、
パン等で朝食。果物は甘味があって日
本で食べるより美味しい。その後、パラ
セーリングとシーウォーカーを初めて
体験。説明を聞いた後は安心して南国
の空と海を思いっ切り羽を伸ばし楽し

みました。夜はニューハーフショーに行き、舞台と観客が一体となったショーで、あっという
間の1時間でした。３日目はパンダノン島での海水浴で身体が自然にプカプカ浮き、気持ち
良く泳げビックリ。その後のビールとバーベキューは最高！！夕方の足裏マッサージは今まで
のカサカサした角質が取れ、すべすべした足裏になり良かったです。４日目はシヌログとい
う年１回１月に行われるセブ島最大の祭りのパレードを見に行きました。熱気ムンムン
島々から集まった若者、子供達の他に映画スターも加わり、皆々のフィーバーに圧倒されま
した。現地のお面を買って、早々に退散。運良く見れて感激！！夜はマルコポーロホテルでお
別れバイキング。ワインと好きな料理で乾杯。あっという間の旅でした。改めてワールドビッ
グフォーの皆様、現地のスタッフの皆さんに感謝します。ＰＳ、日本に帰ったら雪が積もって
おり、車は遠回り、最後は月を眺めながら坂道を上りやっと我が家に着きました。

とりあえずパラセーリングで飛んでみました。最初の不安は
綺麗な海を見下ろすと私たちと一緒に飛んでいきました

コンタクトレンズが外れそうな程の強
烈な滝！ 大騒ぎしたことは、ナイショネ！

「毎年行こうね。」と、弟夫婦と約束した
セブ島旅行も3回目になりました。今回
は語学学校に留学するためと1年に１
回のセブ島最大の祭り「シヌログ」を見
るために行きました。パンフレットに
「幼きイエス像サント・ニーニョを崇め
るセブ版リオのカーニバル」とある様
に、当日は、どこからこんなに人が来る
のかと思えるほどの人出と相変わらず
の日差しで圧倒されました。ダンスと音
がどこまでも続くかと思えるほどのパレ
ードに３時間も沿道に立って見学して
いたら堪能しすぎて疲れてしまいました。屋台もそこここにあり、たくさんの人々が買って食
べて楽しんでいる様子は日本のそれと同じようでした。本来の旅行の目的であるゆったりと
した時が流れるセブ島は、カモテス島への船旅と滞在で満喫しました。関係者以外全く人の
いないカモテス島の静けさと海の美しさに、これぞセブと感動しました。前に見える島はレ
イテ島だと聞き、ここで戦争があり、双方に多大の死者が出たことを思い、合掌。今は静かな
海です。その後、弟夫婦と別れて私だけセブ市内の語学学校に1週間の短期留学をしてきま
した。英語の習得は十分ではありませんでしたが、よい経験になりました。自分一人で何もか
もするので、ワールドビッグフォーの贅沢な接待と食事の良さに今更ながら気付きました。
セブでガイドさんと運転手さん付きの車を使えるということや、メイドさんたちに何もかも
お世話をしていただけるということも信じられない程の贅沢なことなのだとわかりました。
来年もまた豊かな時間を求めてセブに行きたいと思っています。

２度目のセブ

南国の空と海、思いっ切り羽を伸ば
し楽しみました。船の上で飛ぶ練習

「毎年行こうね。」と、弟夫婦と約束したセブ島旅行も3回目！
今回、市内の語学学校に1週間の短期留学も出来、よい経験に！！

3回目のセブ旅行 満喫、満足、セブの旅

セブの思い出
マクタン・セブ空港へ到着すると前回来
た時と違い空港内がきれいに整備され
ており驚きました。ガイドのシャローン
さんとドライバーさんが待っていてくれ
ました。コーラルポイントリゾートへ着
くとメイドさん達が笑顔で「お帰りなさ
ーい。」と声を掛けてくれ、美味しいマン
ゴージュースを頂きました。次の日、セ
ブ市内でお買い物をしました。珍しい
小物を格安で買うことが出来ました。３
日目は私の行きたかったボホール島観
光で眼鏡猿のターシャ、チョコレートヒ
ルを見て来ました。写真では見ておりま

したが、チョコレートヒルは神秘的光景で素晴らしかったです。時間の都合でニシキヘビ園
は行く事が出来ませんでしたが、かわいいターシャに癒されてとても感動しました。ターシャ
はとても敏感で、私達がお喋りしていると、「静かに！」と案内のお姉さまに注意されてしまい
ました。バディアンゴルフリゾートへ行き、近隣にあるカワサン滝では皆で滝に打たれ、私の
コンタクトレンズが外れそうな程の強烈な滝でした。エステも全身やって頂き足のかかとの
ガサガサもつるんとなり嬉しくなりました。ウェルカムパーティーでは村松理事からの計ら
いで珍しい豚の丸焼きを頂くことになりました。前日よその方達が丸焼きを運んでいるのを
見てよだれが出てしまい、いつか食べてみたいと思っていました。忘れられない旅となりま
した。これも偏にワールドビッグフォー様のお陰です。誘って頂いた佐藤さんはじめ、ご一緒
に行かれました奥様方には大変お世話になり感謝です。ありがとうございました。

「幼きイエス像サント・ニーニョを崇めるセブ版リオのカーニバル」！
ダンスと音がどこまでも続くかと思えるほどのパレードにワォー！！

会員になって１ヵ月のお花の先生をお

誘いし、佐藤統括のもと６人で真冬の

信州から気温２９度のマクタン・セブ

空港に降り立ちました。ガイドさん、ド

ライバーさんに温かく迎えられてコー

ラルポイントリゾートに着き５泊６日

の２度目のセブ観光が始まりました。

ＪＷＢホテルを見学しました。英語の

勉強に来ているという大勢の学生には

驚きました。バディアンゴルフリゾート

で美しい夕日を眺め、カワサン滝の滝

遊びでは後期高齢者であることを忘れ、ワァワァ、キャーキャーと童心に戻り楽しむ事ができ

ました。ボホール島ではチョコレートヒルに感動し、可愛いターシャにも会え、あっという間

に楽しい時間が過ぎてしまいお別れパーティーとなりました。パーティーには村松理事様よ

りブタの丸焼き（宮廷料理）を差し入れていただきました。グロテスクでしたが、大変美味し

かったです。感謝です。またお花の先生がお誕生日でしたので佐藤統括様よりケーキを差し

入れていただき全員でお祝いをしました。心遣いに感謝です。メイドさん方も笑顔で接して

くれて気持ちよく、しっかりと教育されていることに感心しました。老後はセブでゆっくりと心

身を癒してほしいという行方会長の理念を体感した旅でした。心より感謝申し上げます。ワ

ールドビッグフォーに出会えて本当に良かったです。

お花の先生、お誕生日おめでとう
ございます！ 後ろの方達も乾杯！！

チョコレートヒルは神秘的光景で素晴
らしかったです。食べれませんけど．．．

ＪＷＢホテルを見学、英語の勉強に来ている大勢の学生に
は驚きました！綺麗な海を目の前に勉強できるなんて羨ましい

出発日１月１７日（５泊６日）
会員歴９年５ヵ月　遠藤さん

出発日１月１４日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　儀間さん

出発日１月１３日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　卯月さん

出発日１月１７日（５泊６日）
会員歴２年６ヵ月　柳澤さん
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友達ペア３組６名。私達は今回初めて

のセブ島でした。日本を出発する前に

天気予報を調べた所、１日、２日目は

良かったけれど、３日目以降は傘マー

クがあり心配していました。しかし行っ

てみると天候に恵まれ、一度も雨には

降られず計画通り４泊５日の旅行が出

来ました。船に乗り１時間程掛けてパ

ンダノン島へ行きました。着くと丁度干

潮で浅瀬が多く魚やヒトデ・海草・珊瑚

などが見られ、童心に戻り時間が経つ

のを忘れて遊びながら歩いていました。気付くと遠くまで行ってしまい、慌てて帰って来まし

た。翌日、初めてパラセーリングにチャレンジしました。海上から飛び上がるのかなと思って

いましたが、船の上から飛び上がりどんどん高くなりました。小さく見えた仲間達や船・すば

らしい景色、快い風に当たりながらひと時の空中散歩を楽しみました。あっという間に終わ

り降下となり海水に足が付いた時には驚いたけれど無事船上に降りてホッとしました。フィ

リピン・セブの町中では人が多く、特に若い人が目に付きました。信号が無い交差点が多く

ありましたが交通事故などは見られず、むしろスムーズに車が走っているのには驚きまし

た。何のトラブルも無く楽しく過ごせたのもガイドのリサさんや運転手さん、その他スタッフ

のお陰だと感謝しています。機会があればまた是非行きたいと思っています。

１時間程掛けてパンダノン島へ行きました。
一度も雨には降られず計画通り。イエーイ！！

パンダノン島へＧｏ！！ちょっと
渋っていた夫、海に満足！

７０代、８０代の文字通り立派？なシ

ニア（でも皆現役）４人でのツアーでし

た。現地飛行場での手続きもスムーズ

に通り、ガイドさんを見つけた時はホッ

としました。次の日からは計画通り通訳

のミキさん、ドライバーのベルナルドさ

んについて行くだけ。市内観光ではラ

プラプ/マジェラン公園、パリッシュ教

会、サンペドロ要塞、中国の寺等、どれ

もエキゾチックに感じられた。カモテス

島では珊瑚礁とエメラルドグリーンの

海が宝石の様に輝いて見え、吹く風は大変心地良く、１０才も２０才も若返った気分でし

た。マリンスポーツは前回出来なかったシーウォークに挑戦！餌を撒くと赤や縞模様の小魚

が群がって来て竜宮城にでも居るかの様な錯覚をしそうでした。ボホール島では子供の手

の平ほどのターシャ（メガネ猿）に面会。ロボク川でのランチクルーズ、チョコレートヒルの不

思議な山々、皆この目で見て感激しました。最後の夜は現地スタッフ総勢でさよならパーテ

ィーをして下さり、忘れられない一夜となった。家族へのお土産話もたくさん出来ました。孫

のようなかわいいガイドのミキさんともお別れのハグも出来たし、再会を約束して帰路につ

きました。行方会長様、村松理事様、そしてスタッフの皆様、素敵なツアーをプレゼントして

頂き、本当にありがとうございました。

感謝、感謝のセブ旅行

丁度干潮で浅瀬が多く魚やヒトデ・海草・珊瑚などが見られ、
童心に戻り歩いているとかなり遠くまで、慌てて戻りました！

前回出来なかったシーウォークに挑戦！ 竜宮
城にでも居るかの様な錯覚をしそうでした！

心身のリフレッシュに最適なセブ 初めてのセブ旅行

初めてのセブ旅行
創立２５周年記念感謝集に「私もいつ
か行って見たい！」と書かせて頂きまし
た。「いつかと言っても決断しなければ
いつになっても行けないよ」という妹の
言葉と「１１月に行こう！」の誘いに夫と
出かける事になりました。秋色の深まる
１１月早朝の出発は寒くて心配でした
が、バスに揺られ空港に着く頃にはす
っかり南国への思いに…。セブへの渡
航経験のある妹と準備周到なＭさん
（妹の友人）の先導で無事搭乗。４時間
少しの空旅も夕陽が眩しく楽しい。セブ
空港ではガイドのリサさんが笑顔で迎

えて下さり、フランシスさんの運転するワールドビッグフォーの車でさっそくフィリピン料理
のお店へ。無事の到着を祝って楽しい夕食。コーラルポイントリゾートではメイドさんが出
迎えて下さり、それぞれのお部屋へ。どの部屋も豪華でゆったり、夢の中へ…。２日目はバデ
ィアンゴルフリゾートへ。人と車の多さにビックリ。さらに信号機がほとんど無く車同士の
「あ、うん」の呼吸なのか交差点もスムーズに動き、信号機があれば渋滞がひどくなるという
言葉にビックリ。カワサン滝を見てからバディアンゴルフリゾートへ。ゆったり昼食をとりセ
ブ市内に戻ってマッサージを受けて夕食。３、４日目は海へ！パンダノン島で浅瀬の海の散
策とバーベキュー。ボートに乗ってパラセーリング、大空に舞い上がり鳥になった気分。市内
観光、ショッピング、ストーンマッサージ等、日本では体験出来ない事を楽しみあっという間
の５日間でした。ちょっと渋っていた夫も海に満足。お世話になった皆様に感謝です。ありが
とうございました。

吹く風は大変心地良く、１０才も２０才も若返った気分。珊瑚
礁とエメラルドグリーンの海が宝石の様に輝いて見えました

待ちに待ったセブ旅行♪早朝マイナス
７℃の寒さから、姉、友達、主人と４人
で気温２９℃の夜のマクタン・セブ空
港に到着した。ガイドさん、ドライバー
さんの案内でコーラルポイントリゾー
トへ…。翌日ニワトリの鳴き声で目を覚
まし、目前に見下ろす広大な青い海は
素晴らしかった。おいしいマンゴージュ
ースを頂いて、旅の始まりです！カモテ
スリゾート行きの船でステキな御夫妻
と一緒でした。トビウオやイルカの飛び
跳ねているのを眺めながらの船上は楽
しいお喋りで話が弾んだ！偶然にもご
一緒したそのご夫婦の旦那様はワール
ドビッグフォーの社員の方でした。カモテスリゾートに着くとステキなリゾートハウスが立ち
並び、中に入るとおとぎの国に吸い込まれるようでした。インテリア、他すべて行方会長さん
のアイディアだそうです。会員を大切に守って下さる事、親切、やさしさや人柄が窺えて、普段
は遠い存在の会長さんを身近に感じてしまいました。会報も社員の方々の手作業で心を込
めて届けて下さっている事などお聞きしました。私達が安心して楽しいセブ旅行が出来るの
も、湯島事務局の方々や現地セブのスタッフの努力のお陰だと思います。感謝致します。海
に潜ったり、空を飛んだり、ボホール島のロボク川ランチクルーズでは現地の子供達が川沿
いの大きな木に登り、高い所から飛び込み泳いだり、水遊びをしていました。伸び伸びして
いて羨ましかった。きっと心も豊かなんだろうなと思いました。盛大なさよならパーティーで
は、生バンドでガイドさんやメイドさん達と踊ったり食べたり、あっという間の７日間でした。
お世話になった皆々様、ありがとうございました。「元気なうちに又行きたいね！」と４人で話
しました。

あっという間の７日間でした。ありがとうご
ざいました～！！ 私達はこれで帰りま～す。

「いつか行って見たい」が現実に！日本では体験できない経験。
メイドさんが作ってくれた朝食、まずはマンゴージュース♪

カモテスリゾート施設の中に入るとおとぎの国。イッツ・ア・ワールドビッグ
フォー！ 普段は遠い存在の会長さんを身近に感じてしまいました！

出発日２月４日（６泊７日）
会員歴２年２ヵ月　小玉さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴１年　松原さん

出発日２月４日（６泊７日）
会員歴８年２ヵ月　田村さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　加納さん
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真冬の日本から、真夏のセブ島へ。とて

も楽しみにしていました。セブは誰でも

気楽に楽しめるので、良い所だと思う！

一夜明けて、まず２日目はマリンスポ

ーツへ。パラセーリングは何度やっても

楽しめて良かった。やっぱり空を飛ぶっ

て気持ちが良いなぁ～。そして次はシ

ーウォーカー！水の中だと思うように身

体は動かないし、距離感もよくわから

ないので、前を歩いている妻達の動き

が面白くて、海の中でひとり大笑い。こ

れも楽しかった。午後からはショッピング。女性はショッピング好きだと改めて確認できた

（汗）。３日目はボホール島へ。チョコレートヒルの山頂へ行く途中の田んぼの景色が楽しみ

でよく見ていたけれど、今回は前回と違って稲刈りの風景があまり見れなかったなぁ。４日

目はパンダノン島へ。あいにくの曇りで、途中からは雨。でも島に着いたら晴れて、楽しい海

水浴が出来ました。さよならパーティーではサプライズで遠藤理事の誕生会。喜んで貰えて

良かったし、本当に楽しかった。一番印象に残っているのは、ドライバーの運転技術。これは

ものすごい。信号のない交差点をうまく通り抜け、あの混んでいる道をうまく走らせるのは

素晴らしいと感じました。４泊はあっという間だったので、次は１０日間と考えています。メ

イドさん、ガイドさん、ドライバーさん、遠藤理事、ありがとうございました。

水中では思うように身体は動かない、距離感もよくわからない（汗）
前を歩いている妻達の動きが面白くて、海の中でひとり大笑い！

最後の夜のパーティーでは遠藤さんへのサプライズバー
スデー！！ ダンスなどで最高に盛り上がり楽しかったです！

今回初めてのセブ島、家族３人と仲間
２人、計５人の旅行になります。今、日
本では真冬で寒い日々ですがセブ島は
真夏のイメージを持って楽しみにして
いました。１４時２５分成田発、予定
通りの出発、１９時３０分セブマクタ
ン空港に無事到着しました。気温は少
し高めの２８℃くらいでした。今回のガ
イドさんが笑顔で出迎えに来てとても
良い感じでした。明日を楽しみにして夕
飯に行くことになりました。食後、今回
泊まるコーラルポイントリゾートへ向
かい、軽くガイドさんと明日の予定を決
めました。気になる天気は？明日の楽し
みにして眠りました。２日目の朝は雨に
なり、予定していたマリンスポーツの一つパラセーリングを中止にし、シーウォーカーにしま
した。とても寒くて震えましたが、海の中は思いのほか温かかったです。その後５人でショッ
ピングに行きましたが車の渋滞がすごかったのです。ドライバー（フランシス）の運転がとて
もうまくビックリしました。３日目も雨。ボホール島でのランチクルーズ、チョコレートヒルズ
の予定も雨と風が強く道路状況も悪くなり短縮。残念でした。４日目はようやく晴天になり、
ワールドビッグフォー主催のバーベキュー。船に乗り約一時間で行く小島、パンダノン島で
す。３色の海はとても美しく、到着後はすぐに海に入りました。その後はメイドさんたちがと
てもうまく肉や野菜を料理してくれて感激しました。「ありがとう。」帰りの海風もとても気持ち
よかったなぁ～。今日の夕飯はマルコポーロホテルです。品数が多くて高級食材、食べ過ぎ
たぁ～。あっという間の４泊５日の旅、明日は日本に帰るだけです。今回は少し雨にやられ
たかなぁ～。関係者の皆様、ありがとうございました。ドライバー（フランシス）最高でした。メ
イドさん達、本当にありがとうございました。良い思い出になりました。

I♡ＣＥＢＵ

本当に楽しかった！ ４泊はあっという間
だったので、次は１０日間と考えています！

雨で寒くて震えるましたが、海の中
は思いのほか温かかったです♪

初セブ島 ３回目のセブ島

セブを満喫！！
真冬の寒い日本を脱出し、常夏の島、フ
ィリピン最古の都市、リゾートアイラン
ド「CEBU」に行って来ました。紹介者の
野崎さん夫妻、遠藤理事を含め、１６
名で成田を出発し、約４時間半のフラ
イトでマクタン・セブ国際空港に到着！
時差は１時間です。空港ではガイドさ
ん達が出迎えに来てくれていました。少
し蒸し暑く感じ、南国に来た実感が沸き
ました。そのままレストランに直行し、フ
ィリピン料理を堪能！フルーツやジュー
スがとてもおいしく、パインは芯まで甘
いんです。食事の後、そのままコーラル

ポイントリゾート大富豪の別荘へ。２日目はマリンスポーツを楽しみました！パラセーリング
とシーウォーカーを両方体験する予定でしたが、パラセーリングをする際、まさかの船酔い！
シーウォーカーを断念したのが、すごく心残りでした。３日目はボホール島で手の平に乗る
位の小さなメガネ猿のターシャを見る事が出来ました。その後チョコレートヒルに行き、２
１４段の階段を登るとボホール島の絶景が一望出来ました。４日目はパンダノン島での海
水浴とバーベキュー、皆さん童心にかえって海で大はしゃぎでした。他にもショッピングや全
身オイルマッサージ、最後の夜のパーティーでは遠藤さんへのサプライズバースデーやダ
ンスなどで最高に盛り上がり楽しかったです。セブで同行した皆さん、ドライバーさん、ガイ
ドさん、メイドさん、お世話になり、ありがとうございました。セブを満喫でき、とてもHappy
な旅でした。

初めてのセブ島、家族３人と仲間２人、計５人
の旅行。関係者の皆様、ありがとうございました！

マクタン・セブ国際空港に着くと「わぁ

～～南国に着いた」と感激しました。暖

かい空気？汗ばむ様な気温！！６時間前

までは気温２℃の雪降る新潟からダウ

ンジャケットを着て出発したのにビック

リです。コーラルポイントリゾートに着

いてアイリーンさんを始めメイドの皆

様に挨拶をして１日目は終了。翌朝目

覚めてベランダから見る景色は最高で

した。写真で見るような青い空・青い

海、ワクワクして思わずシャッターをき

りました。・・・が残念なことに曇りはじめて雨模様。誰が雨男？雨女？などと言っているうちに

２日目のマリンスポーツへ出発。雨の為、シーウォーカーのみでしたが、家族３人、インスト

ラクターの方と一緒にカラフルなお魚達に餌をあげたり、水中散歩を楽しめました。３日目

はボホール島での島巡り、帰ってからオイルマッサージetc….４日目は島へ渡ってのバーベ

キュー＆海での貝拾い。あっという間の５日間でした。ガイドのシャローンさん、ドライバー

のフランシスさんメイドの皆様、本当にお世話になりました。セブで毎日いただいた生マン

ゴージュース、美味しいフルーツ大好きです。次回は是非、今回できなかったジンベイザメと

泳いだり、滝をみたり、ターシャに会ったり、パラセーリングを体験したいのでリベンジした

いと思います。「ダクハンサラマット」

誰が雨男？雨女？ ヘルメットしてたら聞
こえな～い！ ちなみに私は晴れ女です！

パラセーリングとシーウォーカーを両方体験する予定
でしたが、パラセーリングする際、まさかの船酔い！

わぁ～～南国に着いた♪雪降る新潟から
ダウンジャケットを着て出発したのにビックリ！

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　大関さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴５年９ヵ月　野崎さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　大関さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　高山さん


