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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29年5月号

ごあいさつ
大自然の恩恵と優雅なひとときをワールドビッグフォーリゾートで。

南国の爽やかな自然環境と共に経済発展も遂げつつあるフィリピン、明るく優しい
国民性のフィリピン人はアジアの中で最も親日国でもあり、意識調査では訪日を希望する

国民が９割を占めております。セブ島では現在、観光客招致推進のため様々な公共事業を展開、
これから５年後、また１０年後には活気に満ちた夢と希望で溢れる未来予想図となることでしょう。
弊社ワールドビッグフォーでは日比友好関係の更なる向上を願い、微力ではございますがフィリピン
経済の発展に協力を惜しむことなく、皆様と共に明るい未来へと躍進できればとも思っております。
是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートへ！ 大自然が幸福を導く笑顔が溢れる南国の
楽園は、皆様にとって日本では味わう事の出来ない人生で最高の満足感をご提供致します。

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。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

世界の大富豪の別荘コーラルポイントリゾート

＜編集後記＞
近年メディア等でよく耳にするキーワード「人口ボーナス」。（経済の高成長を支える要件の一つ＜フィリピンの
平均年齢は２３歳＞）フィリピンは、この人口ボーナス期が長く続く代表的な国です。どこに行っても笑顔の子供
達が目に写る光景は、セブ特有の風土を感じる事ができるかけがえのない宝ものです。当社スタッフも若さと元
気な笑顔で皆様のお越しをお待ちして居ります。爽やかな風に包まれるワールドビッグフォー究極のリゾート
で、是非楽しいご旅行をお楽しみ下さい。尚、ご予約及び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。 　　　　　　 　　　　　　　　　　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：齊藤・伊藤・森田

人生観が変わる究極のリゾート！

（注1）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２９年４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

０５／０１～０９／３０ ￥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）

区　　間
成田発－セブ行き
成田発－セブ行き
大阪発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１４：２５
０９：１５
１５：２５
１５：２０
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１２月７～１１日までCEBUの旅に妻
と二人で行ってきました。二人での旅
行は、過去を振り返って見ると何と新
婚旅行以来３０年ぶり！日々の生活、
子育てに追われ、いつのまにか還暦、
子供も巣立ち１つの区切りにリフレッ
シュするためにCEBU旅行を計画し、ワ
クワク気分で出国。前後の２日は移動
日、まるまる３日間ゆっくりと満喫いた
しました。２日目、パンダノン島にバン
カーボートで渡りバーベキュー、ビー

ルでおもてなしを頂き、綺麗な海と空を眺めて心身ともに癒されるひと時でした。３日
目、高速艇でボホール島に渡りリバークルーズ。南国の美観を楽しみながら船上でのラン
チに舌鼓を打ちました。眼鏡猿（ターシャ）の小ささには驚きました。４日目、マリンス
ポーツでパラセーリング、ジェットスキーのスリリングで貴重な体験。最終日前夜の夕食
はお世話になったスタッフ一同とWelcome and Goodbye PartyでCEBUの思い出をもう
１ページ！現地滞在中においては、ガイドさん、ドライバーさん、メイドさんとスタッフの
皆様には大変お世話になり、何一つ不自由なくCEBUを楽しみ優雅なひと時を過ごせまし
た。Salamat Cebu ii

リバークルーズでは、南国の美観を楽しみ
ながら船上でランチに舌鼓を打ちました！

他では味わえない旅を体験しました！ 次回は７泊く
らいできたらとすでに次への思いを馳せています♪

私はセブ島旅行二度目です。一度目は

会社のお仕事で来ました。しかし、今

回は妻とその兄弟と旅行するというワ

クワクする様な計画に乗りました。兄

夫婦と私は海を楽しみ、姉夫婦はゴル

フをそれぞれ楽しむ事にしました。の

んびりと時間が流れ、長年の仕事の疲

れが一気に消え、パラセーリングではこういう楽しみ方もあるものだと、経験の無い遊び

でした。妻は大喜びし、景色を眺めながら「楽しいね～」と終始笑顔でした。私は毎日こう

いう笑顔を見たいと思いながら幸福感を味わいました。セブは飛行時間も短いので、是

非また訪れてみようと思います。私達にセブ島のリゾートをより楽しく過ごさせてくれる行

方会長の寛大なおもてなし、ウェルカムパーティーに感謝しつつ筆を置きます。

セブ島で非日常体験

二人での旅行は何と新婚旅行以来３０年ぶり！ 子供
も巣立ち１つの区切りにCEBU旅行を計画しました♪

今回は妻とその兄弟夫婦と旅行♪
ワクワクする計画に乗りました！

兄弟旅行パートⅠ ＣＥＢＵ紀行

新しい旅を発見
定年就農１年目。慌しい日々がようや

く一区切りとなった１月下旬、妻の仲

間の皆さんと一緒にセブ旅行に参加

させていただきました。久々の海外旅

行で、セブ島は初めて。今までの海外

旅行はほとんどがツアー参加。決めら

れたコースでどちらかと言えば時間に

追われる行程でしたが、今回の旅行は

現地でその朝の天候を見てからその

日の行程を決め、動き始めてからも自

分達のペースで時間に追われることなく行動できる。また、予約なしで現地の人々が利用

しているレストランに入っての昼食や夕食。さらに、コーラルポイントリゾートでのパー

ティーや夕食会など、私達にとってこれら初めての行動パターンは魅力そのものでした。

まさに、ゆとりと癒しの旅行、私達熟年夫婦の新しい旅の楽しみ方を見つけた旅行となり

ました。出発前、アバウトな現地での行程、計画に何とかなるだろうとは思いながらも一

抹の不安もありましたが、それは本当にとりこし苦労でした。このような他では味わえな

い旅を体験でき、中心となっていただいた小林さんご夫婦をはじめ、現地のスタッフの皆

さんの優しいお心遣いに感謝しています。都合上、４泊５日でセブ島の一角を見ただけ

の旅でしたが、次回は７泊くらいできたらとすでに次への思いを馳せています。

パラセーリングでの妻の笑顔。
毎日、妻の笑顔見たいなぁ♡

初めてのセブ。到着から一夜明け、
コーラルポイントリゾートから船に揺
られパンダノン島へ向かいました。
待っていたのはエメラルドグリーンの
海と白い砂浜、絵に描いたような南国
リゾートでした。どこも絵になる島で
ひたすら写真撮影し、ビーチでゆった
りと過ごすことができました。リゾート
気分を味わえ普段の生活とはかけ離
れた優雅な時間となりました。雨季で
したが、晴れの間にマリンアクティビ
ティも行うことができました。お手軽に
できるシーウォーカーとシュノーケリングに初挑戦し、カラフルな魚たちを間近で観察で
き感激しました。美しい熱帯魚たちの生活エリアにお邪魔し、セブの海を楽しむことがで
きました。食事も現地のものを沢山食べられて大満足です。とくに連れていっていただい
たGｒand　Ｍａｊｅｓｔｉｃでのディナーはフィリピン料理から日本料理まであり、ど
れもとても美味しかったです。店内もオシャレでリッチな気分になれました。その他にも
ゆったりマッサージをしてもらったり、メイドさんにお世話していただいたり、ボホール島
でターシャと会えたりと、存分に非日常を満喫することができました。どの体験も明るく優
しい通訳さんが効率的に案内してくださり、安心して楽しむことができました。この楽しい
非日常の思い出がたくさんできたので、日本での日常生活もがんばることができそうで
す。すてきな旅をありがとうございました。

エメラルドグリーンの海と白い砂浜、
絵に描いたような南国リゾートでした♪

まさに、ゆとりと癒しの旅行！ 私達熟年夫婦の
新しい旅の楽しみ方を見つけた旅行となりました！

非日常の思い出がたくさん、日本
での日常生活もがんばれます！

出発日１１月２２日（５泊６日）
会員歴１年１ヵ月　大塚さん

出発日１２月７日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　押野さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴５年５ヵ月　原田さん

出発日１月２５日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　小池さん
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２度目のセブ、半年前から楽しみにし

ていました。最初からパラセーリング

に挑戦！風もなく波も穏やか。澄み

切った青空を鳥のように舞い上がり、

とっても素晴らしい！上から見る景色

もとても素晴らしく、ずーっと飛んでい

たい！シーウォーカーにも挑戦する

が、これまた思うようには動けない。手

摺につかまりなんとか歩いていると、

魚達はそんな私を横目に見てスイス

イ泳いでた♪エステも初めてなので、皆で行って皆できれいになり、上機嫌！その晩は

ニューハーフショーを見に行って頭の中はグラグラ、フラフラ。次の朝はちょっとゆっくり

出発してジンベエザメに会いに行く。遠い所なので、途中バディアンゴルフリゾートで１

泊して向かった。自然いっぱいの所で、午前中しか見れない「ジンベエザメの餌付け」を

見に行ったが、あっという間に時間が来てしまい、サヨナラして帰って来る。とても遠い所

なので、ドライバーさんには大変お疲れ様でした。今回は小山さんと一緒で知らない所

まで連れて行っていただき、良い思い出ができました。通訳さん、ドライバーさん、メイド

さん大変お世話になりました。

青空を鳥のように舞い上がり、とっても
素晴らしい♪ずーっと飛んでいたい！

海ではシーウォーカーを楽しんだり、
ジンベエザメにも会いました♪

私も夫も定年退職し、趣味の家庭菜園

で野菜を作り、卓球やマレットゴルフ

で体を動かし、時々旅行に出掛けてい

ました。地区の役員も回って来たり、ボ

ランティアも行っています。そんな中

で私にワールドビッグフォーの話をし

てくれる小松さんと出会いました。最

初、話を聞いた時は本気になれなかっ

たのですが、勉強会にも誘っていただき参加しました。そこには多勢の方がいらして、皆さ

んは楽しそうにセブ島の話をしてくれました。そんなに多勢の会員がいるのかと私も紹介

者を信じる様になり、１年前に会員になりました。そして今回、紹介者の小松さんと二人で

８泊のセブ旅行に行って来ました。色々話には聞いておりましたが、現地スタッフの皆さ

んにもとても親切にしていただき、私には初めての経験が沢山あり、心に残る忘れられな

い旅になりました。次回は家族で行きたいと思います。本当にお世話になり有難うござい

ました。

面白くて、素晴らしいセブ

シーウォーカーにも挑戦♪思うように動けないけど、
魚達はそんな私を横目に見てスイスイ泳いでた♪

私には初めての経験が沢山あり、心
に残る忘れられない旅になりました♪

残りの人生、楽しい夢を見て過ごせそうです ２度目のセブ

初めての海外旅行
１２月５日、私達６名は、成田空港１
４時４０分発の飛行機でセブ島へ向
けて出発しました。私にとって初めて
の海外旅行でした。最近は国内旅行で
さえ行っていないので、小山さんから
旅行に誘って頂いた時は迷ったので
すが、お陰様で、今では行って良かっ
たと思っています。まず、マクタン・セブ
空港に着いたら迎えの方が来てくれて
いてありがたかったです。通訳さん、ド
ライバーさんが到着の５日から帰る日
まで一緒に行動してくれるんですね！

コーラルポイントリゾートの豪華さにもびっくりしました。また、メイドさんが何人も迎え
に来てくれてそれも“びっくり”しました。日本では考えられないサービスですね。お部屋も
素晴らしく、一人で利用させて頂きました。すごい贅沢ですよね！すみません（笑）。海では
シーウォーカーを楽しんだり、夜のセブではニューハーフショーを観たり、ジンベエザメ
にも会いました。日本では高くてなかなか行けそうにないエステに２回も行ったり、最後
の晩は行方会長のご好意でマルコポーロホテルで夕食をご馳走になったり私は１２月
が誕生日の為誕生日をお祝いして頂きました）。本当にいろいろな事を楽しんで来ました
が、一番はスタッフの方達、特に通訳のリサさん・ドライバーのフランシスさんがあっち
こっち遅くまで案内して頂いても全然嫌な顔をしないで付き合って頂いた事です。ありが
とうございました。このセブ旅行は私にとって本当に楽しいプレゼントでした。

紹介者の小松さんと二人で８泊
のセブ旅行に行って来ました！

セブ島は、海が綺麗というイメージが
強かったのですが、今回の旅行で、セ
ブ島には海だけじゃなく、面白くて素
晴らしいものが沢山ある事を知りまし
た。マクタン島にあるコーラルポイン
トリゾートの滞在先から、市街地へ行
く途中にローカルな街があり、道路に
牛やヤギや犬がのんびり座っていた
り、その街の人々もとてもゆったり生
活している雰囲気で、日本とは全く違
う空気感があり、異国感をとても感じ
る場所で、とても興味深く面白かった
です。滞在先から船で１時間くらいでいけるパンダノン島も、砂浜が綺麗で、島の海辺に
小さな教会が建っているのがとても可愛らしく、こじんまりとした雰囲気が繊細で美しい
島でした。その島でカキやアワビなどをＢＢＱにして頂いたのですが、どれも絶品で、ゆ
るやかな海風に吹かれながらのお昼ごはんはとても最高なものでした。１１月下旬だっ
たため、気候的にはとても過ごしやすく、特に朝方と夕方に吹くやさしい風がすごく気持
ち良かったです。マクタン島の市街地、ラプラプ市にあるラプラプ公園という所も、歴史が
深い場所であり、マクタン島の王様だったラプラプ王に会えます。そして夜は特にロマン
チックな雰囲気で、ゆったりとした時間を過ごせました。そして、市街地などで出会う現地
の人達は、目が合うと大人も子供も必ずニコニコと微笑みかけてくれる事が嬉しかったで
す。この土地の人々の温かさを感じる事が出来、セブは人も土地も文化も、日本とは全く違
う魅力に溢れていると思います。

朝方と夕方に吹くやさしく、ゆるやかな海風に吹か
れながらのお昼ごはんはとても最高なものでした！ 

現地スタッフの人達に大変お世話になりまし
た！ 私にとって本当に楽しいプレゼントでした！

人々がとてもゆったり生活していて、日本とは全く
違う空気感に、異国感をとても感じる場所でした♪

出発日１１月１９日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　夏目さん

出発日１２月５日（６泊７日）
会員歴４年５ヵ月　井出さん

出発日１１月１５日（８泊９日）
会員歴１年６ヵ月　橘田さん

出発日１２月５日（６泊７日）
会員歴１年６ヵ月　由井さん
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妻に誘われて、初めてセブ島に行きま

した。妻は２年ほど前に行ってきて、日

本とは全く違う世界、一度はいいよと

の誘いでした。しかし人のいいよは、自

分との感覚の違いなどで半信半疑で

出発しました。マクタン・セブ空港に着

くと東南アジア特有の空気、タイやミャ

ンマーと同じかな？と思いました。最初

の夜はフィリピン料理の店で食事を

し、私の味覚に合い、いいかも感が出ました。翌日はマクタン空港近くのゴルフ場に行き、

妻とゴルフを楽しみました。天気も良くキャディーさんもパターの読みが上手でした。３日

目は釣りと船上バーベキュー。貸切で広い船が申し訳ないようでした。小さな島に上陸し、

三輪車に６人乗り観光。夜はセブの夜景、なかなか良かった。４日目はパラセーリング。高

い空から眺める３６０°の景色、スリルがあり最高でした。通訳のリサさん、ドライバーの

フランシスさん、メイドの皆さん全て親切に対応していただき嬉しかったです。セブ本当

にいいです。妻はウソを言わなかった。今度はゴルフ仲間、釣り仲間を誘って行きたい。

３日目は釣りと船上バーベキュー。
貸切で広い船が申し訳ないようでした♪

本来なら困る場面でも通訳さんが常に
一緒なので安心。しかも幸運の女神。

春、四月にセブに行ってきたばかりな
のに仲間に誘われて又行って来まし
た。今回は６名です。初めての方２名、
２回目の方１名、私たち６回目と統括
さんの６名です！２日目は市内観光と
土産類の買い物、３日目はナルスアン
で海水浴と船上バイキングで楽しみ４
日目はバディアンゴルフリゾートでゴ
ルフ三昧。気温が高く汗びっしょりのプ
レーだった。次の日、カワサン滝の滝に
打たれ洗礼を受けたが、御利益はな
かった。バディアンゴルフリゾートから
コーラルポイントリゾートまで車で４時間、途中昼食タイムをとり帰路についたが、若干1
名が車に酔ったらしく、休憩を取りながらコーラルポイントリゾートに着いたが、腹の具合
も悪くなってしまった。疲れか？食事か？次の日に市民病院へ検査入院と云う事に…。さて
困ったことになってしまった。言葉も様子も分からない。私が付き添っても役にたたない。
統括の鈴木さんが事務所に連絡し、通訳のリサさんに来て頂いた。それから入院中すべて
通訳のリサさんにお願いし、他の皆様はダイビングやマリンスポーツ等、心配しながらも
楽しんでくれた様です。本当に良く世話をして頂き助かりました。ありがとう、感謝の気持ち
でお礼申し上げます。旅では突然なにが起こるか分かりません、十分に気をつけたいもの
です。ワールドビッグフォーの皆様、コーラルポイントリゾートのスタッフの方々、大変お世
話になりました。有難う御座いました。感謝、感謝です。又懲りずにお世話になりますので、
その時は宜しくお願いします。

癒しの旅セブ島

妻とゴルフ。セブ本当にいいです。
妻はウソを言わなかった！

大変お世話になりました！ 又懲りずにお世話
になりますので、その時は宜しくお願いします

セブ初めてのDOCTORS－HOSPITAL 初めてのセブ

あいにくの天気だからこそ
今回が初めてのセブ旅行となりまし
た。出発数日前から現地の天気予報を
見ていたところ、時期外れの台風の影
響で天候はずっと雨マーク。現地で奇
跡が起こると信じて向かうも晴れる事
叶わず雨マーク。旅行中はずっと小雨
が続き、青空は拝めなかったものの海
は荒れておらず、予定していたス
キューバーを体験。翌日から海も荒れ
始め、台風の影響で小学校がお休みに
なったと聞きましたが、天候は特別荒

れる訳でもなくずっと小雨。雨でも楽しめる所は無いかドライバーさんや通訳さんと相談
し、その場で一緒に考えながらノープランで観光が出来たのは今回の旅行ならではの出
来事。移動中にふと思い立ったファーストフードの食べ比べやフィリピン料理の食べ比べ
を提案したところ快く応えてくれ、一番近いお店から美味しいお店、お勧めのお店につい
て車内会議に発展。メニューの内容が分からなければ通訳さんに教えてもらい注文。本来
なら困る場面でも通訳さんが常に一緒なので安心。最後にカジノに行ってみると通訳さん
も初めてだったようで、一緒になってトイレの場所を間違えたり、換金所を探したり、逆に
ゲームのルールを教えてあげる事も。通訳さんが幸運の女神になったようで帰りはそのま
まマッサージへ向かい少し奮発したコースを体験。そんなこんなであっという間に日は過
ぎ去り、別れを惜しみながら帰国。『次は晴れるからまた来てね』と言ってくれました。

市内観光と買い物を済まして、のんびりナルス
アンで海水浴と船上バイキングで楽しみました！

成田から自宅に着く直前、２千メート
ル級の山々が満月に照らされ、真っ
白な雪山を幻想的に浮び上らせてい
ました。翌朝は一面の銀世界。昨日ま
でセブの海で泳ぎ、椰子の木陰で本
を読んでいたのに…。地球は広い！を
実感。２回目の癒しの旅はボホール
島で念願のターシャと会い、チョコ
レートヒルの眺望に「自然は偉大だ
な」、と感じました。ナルスアン島で
シュノーケリング、小さな魚が沢山い
ました。昼食は少し沖に出て船上で
のランチ。何とスタッフが海に潜って「うに」をとって来て下さり、これも頂きました。船
上でのランチで極上のクルーズ。ビールを２本も飲んでしまいました。コーラルポイン
トリゾートのテラスから毎朝荘厳な朝日を仰ぎ、モーニングティーをいただく。目前の
大海原を眺めながら、テラスで好きな本を読む。遠くに見える島々に、楽しそうにさえ
ずる鳥の声。時に大きく深呼吸をし、南の島にいる至福の時間を心よりうれしく思いま
した。少し心残りは同行の方が体調を崩されて心配しましたが、成田には全員元気で
戻って来られ、とても嬉しかったです。さよならパーティーもとても盛り上がり、最高の
時間でした。ありがとうございます。同行して下さった皆様、ワールドビッグフォーと全
てのスタッフの皆様に感謝、感謝です。目をつむるとあの素晴らしい景色が浮かんでき
ます。

ボホール島では念願のターシャと会い、チョコレー
トヒルの眺望に「自然は偉大だな」、と感じました！

青空は拝めなかったものの海は荒れてお
らず、予定していたスキューバーを体験！

船上でのランチで極上のクルーズ。
ビールを２本も飲んでしまいました♪

出発日１２月７日（８泊９日）
会員歴１年４ヵ月　山田さん

出発日１月２日（４泊５日）
会員歴４年　浦野さん

出発日１２月７日（８泊９日）
会員歴１０年５ヵ月　鈴木さん

出発日１月７日（３泊４日）
会員歴１０年３ヵ月　塚田さん
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今回の旅行にあたり、先ず用意したの
は水中撮影ができる、完全防水のカメ
ラです。毎月頂く旅行記を読むと、必ず
役に立つと確信しての購入です。妻に
は「又買ったの！？」と呆れられました
が、今度のは落としても壊れない優れ
もの。買ってよかった♡と言わせる自
信がありました。思った通り、セブ着翌
日に行ったマリンスポーツでは大活
躍！シーウォーカーではダイバーが身
振り手振りで「それを貸せ」たくさんの
写真を撮ってくれました。セブの海は

とてもきれいで、魚のエサを与えると前が見えない位の魚が身体に触れる程近づいてき
ます。ゆっくりと海中散策をして楽しみました。翌日は島に渡りバーベキュー。途中、水中メ
ガネとシュノーケルで、養殖でない自然な魚を見ましたが、海が深く、かなり勇気が入りま
した。メイドさん達が昼食の準備をしてくれる間も浅瀬の海岸で水中撮影。色々な貝類や
お肉を焼いてもらい、日本では高級なアワビもたらふく食べました。アメージングショーで
は、本当に男か？？と疑う程きれいなニューハーフを見ましたが、ショーの終了後には、美
しいお姉さま方に、困るほど写真をせがまれ、これも新しいカメラのせいかと思いきや、単
にチップが欲しいだけでした（笑）。最終日前夜にはバイバイパーティーをして頂き、我が
家のニューハーフもメイドさん達とノリノリ。ビデオも撮れるカメラは、ここでも活躍しまし
た。撮った写真は９００枚。どうだ参ったか！

メイドさん達が準備してくれたバーベ
キュー。アワビをたらふく食べました♪

行く度に活気ある街並みへと変わっていくセブは刺激
的！ 又今迄以上に花や海の美しさに癒されました♪

初めてのセブ旅行。海で遊ぼう！！と意
気込んで行きましたが、あいにくの天
気でした。海で遊ぶしか考えていな
かったので、ガイドさんや運転手さん
にも相談にのってもらい3泊4日を楽し
むことが出来ました。雨でも海の中は
穏やかなので、スキューバダイビング
はする事が出来ると言うことで体験。
さすが美しい海！！ニモ（クマノミ）を見
つけて、はしゃいだり、日本では見たこ
とのない青いヒトデを発見してビック
リしたり、色々な生物を見る事が出来ました。他には、１日かけても回れないぐらいの大き
なショッピングモールでお買い物。物価が安いので、あれもこれもお得に感じました。そし
て、拳銃を持つのも生まれて初めて。もちろん、撃つのも！！思ったよりも反動が大きかった
です。どれも貴重な体験で、セブの魅力は海だけではないんだなぁと思いました。一番良
かったことは、お部屋です。広い部屋だとは知っていましたが、ベットルームが4つ。ダイニ
ングには10人がけのテーブル。雰囲気はゴージャスな感じ。二人でこの広さ。正直、最初は
落ち着かなかったですが、慣れればリッチな気分に浸れました。メイドさんも優しく、美味
しい朝ごはんを作ってくれました。最後の日の朝ご飯は卵にケチャップで顔を書いてくれて
とっても可愛かったです。あっという間に旅行は終わってしまいました。また、行きたいなと
思いましたが、次こそはいい天気で青い空、真っ青な海を見たいです！！

☆癒しのセブ…I ＬＯＶＥ ＣＥＢＵ☆

今回準備した完全防水のカメラが大活躍！！
活躍したのは海の中だけではないですよ！

さすが美しい海！！ ニモ（クマノミ）を見つけて、はしゃいだり、
日本では見たことのない青いヒトデを発見してビックリ！

初めてのセブ旅行 還暦旅行

景色最高
－11℃の長野を出発し、常夏のセブ

へ。長野から３名、埼玉から４名が合

流し、一年振りのセブに！毎回行く度に

活気ある街並みへと変わっていくセブ

島は適度な刺激があって面白い。日ご

ろのストレスは、コーラルポイントリ

ゾートから海の景色を見てソファーに

ゆっくり座っているだけで発散になり、至福の時間だ。行方会長の先見の明を信じてきた

お陰で、セブに何回も行かれる。年金生活者にとって安心感を与えてくれるワールドビッグ

フォーに感謝しかありません。今回、台風の影響もありましたが、ボホール島へ行く事もで

きました。又コーラルポイントリゾートの周辺を今迄以上にゆっくり散策しながら花や海の

美しさに癒されました。一緒に行った仲間との交流もでき良い旅となりました。ワールド

ビッグフォーとのご縁に感謝。スタッフの皆様ありがとう！

拳銃を持つのも撃つのも生まれて初め
て！ 思ったよりも反動が大きかったです！

３泊４日の楽しい、「あとからじんわり
と効いてくる癒しの旅でした」。とても
リラックスできました。あいにく到着当
日から雨。私は、雨おんななのです
（笑）。でも雨にも負けず自分流の滞在
を楽しみました。ひとりには十分すぎ
る豪華なお部屋に、バルコニーからの
素敵な眺め、フルーツ三昧の日々。３
日目の朝には、明るい陽が差し込んで
来たので、少しプールで泳いだり、海に
浸かったりしました。長野からいらっ
しゃったセブにはもう何度も来られて
いるベテラン会員の方が、私の部屋を訪れて下さり、グループの方と一緒に朝の散歩を楽
しみました。ありがとうございます。今回の滞在の目的は、のんびりと海やプールで過ごす
事でした。あいにく天候には恵まれず、その目的は達成することは出来ませんでしたが、と
ても満足しています。今度は、一番暑くて南国気分に浸れる時期にまた行きます☆。思いっ
きりプールで泳いだり、海に浸かったり、そして疲れたらプールサイドのデッキチェアーに
寝転んでひとやすみ。セブの海に沈むオレンジ色の太陽を眺めながら“ビール”を飲むとい
うのもいいですね！滞在中お世話になった方々に感謝致します。そして日本国内でもお世
話になり、良き指導をして下さるお仲間の皆様に感謝です。ありがとうございます。空港で
は、陽気な通訳兼ガイドのシャローンさんが“ハグ”と“投げキッス！”で見送ってくれました。
セブの海、大地、そして現地スタッフの皆さま…私がまた訪れることを待っていて下さい
ネ！☆Ｉ ＬＯＶＥ ＣＥＢＵ☆

滞在中お世話になった方々に感謝致しま
す！また訪れることを待っていて下さいネ！

－11℃の長野を出発し、常夏のセブへ！ 日ご
ろのストレスは海の景色を見て発散しま～す♪

３泊４日の楽しい、「あとからじんわりと効いて
くる癒しの旅でした」☆Ｉ ＬＯＶＥ ＣＥＢＵ☆

出発日１月１０日（３泊４日）
会員歴１１ヵ月　庵田さん

出発日１月１１日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　百瀬さん

出発日1月7日（３泊４日）
会員歴１０年３ヵ月　関根さん

出発日１月２２日（６泊７日）
会員歴１８年９ヵ月　宿岩さん
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セブへの旅は３回目、１歳１ヵ月の孫

を連れてのセブ島旅行でしたが、心配

もなくメイドさん達にもよくして頂き、

喜んで旅を過ごせた事がなによりでし

た。出発日は早朝４時半出発。成田空

港までのバスを心配していましたが、

孫のグズグズもなく飛行機に乗ること

ができました。マクタン・セブ国際空港

では、前回お世話になったリサ（通

訳）、エンジェルと再会、笑顔で迎えて

くれました。旅行２日目は、フェリーに乗ってボホール島へ行きました。自然が沢山で心と

体が癒されました。ランチ付きクルーズに驚き、ときどきスコールが降ってきましたが、楽

しいランチの一時でした。それからチョコレートヒルズでは、大自然が作った光景に感動

しました。それがサンゴで出来ている事にビックリ！ここが海だったころから、いくつもの山

が出来上がったということにもびっくりでした。ターシャとの対面、とても愛らしく抱き上げ

たくなるくらいでした。こころに残る良い時間となりました。私達家族５人と友人家族４

人、計９名での旅行でしたが、日程もゆっくりと取り、ショッピング、海、マッサージと多くの

遊びを体験させて頂きました。楽しいセブの旅行が出来たのも、通訳さん、ドライバーさ

ん、メイドさんのお世話があったからと、心より感謝しています。

私達家族５人、友人家族４人、計９名の旅も
日程をゆっくりとったため沢山体験できました！

通訳さん、ドライバーさんがいて安心！お料理、
お掃除、お洗濯はメイドさん。ありがと～♪

１月２２日から、５回目のセブ旅行に

行って来ました。毎回天候に恵まれて、

すばらしい５日間を過ごす事が出来ま

した。２日目は島巡りをしました。１月

は天候が荒れると言われましたが、出

航時は少し波が荒れているかな？位で

したので、問題はないとの事でした。１

時間半位で島に着きましたが、波も穏

やかで海にも入れて楽しめました。

バーベキューもおいしく頂き、会話も

弾みました。早めに帰って「コーラルポイントリゾートのプールで泳ごう」と言う事になり、

島を出ましたが、途中から波が荒くなってしまい、出航した所には帰れなくなってしまい、

ＪＷＢホテルのビーチに入り、船から陸まで歩いて行きました。今までに無い経験でした。

３日目のランチは以前さよならパーティーをして頂いた中国料理店に行きました。夜では

見れなかった綺麗な鳥がたくさんいました。料理もおいしくて大変満足出来ました。そして

店長さんの勧めで、マッサージ店も紹介してくれ、安価でとてもすばらしいマッサージをし

てもらいました。日本では絶対出来ません。ワールドビッグフォーのお陰で色々な経験をさ

せて頂きました。現地のスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。

癒しのセブ旅行

１歳１ヵ月の孫を連れてのセブ島旅行
でしたが、何の心配もありませんでした！

グッバイセブ！ すばらしい５日間でした。現地の
スタッフの皆さん、本当にありがとうございました♪

グッバイ セブ 三世代一緒でセブ島旅行

また来たよ～セブ
今回は私共夫婦と、娘、孫、友人家族の

合計９人で６泊７日の予定で成田を

出発。２年ぶり３回目のセブ・マクタン

国際空港に到着。ムッとした暑さ、汗が

滲み出て真夏のスイッチに切替わりま

した。搾りたてのマンゴージュースは格

別。南国ならではの美味しさにハマり

ました。年々、セブ島は新しいモノが増

えており、車も新型が多く、益々発展中

という感じです。初めてのボホール島

では手のひらサイズのメガネザル（ターシャ）を間近に見たり、丸い形の山 （々チョコレート

ヒル）を眺めたりして楽しみました。川下りの船上でのバイキングランチ中、スコールとい

うものに遭いました。透明で美しい海でのバナナボートは、キャーキャーと子供の頃に返っ

て遊び、お昼はメイドさん達が作ってくれたバーベキューでお腹いっぱいに。全身オイル

マッサージは、つい意識を失うほど最高。夫は本物の銃射撃を初体験して大興奮。実は前

回来た時に、夫が作った自家用ジプニーの模型を献上したのですが、４階に飾ってくれて

いるのを見つけ喜んでおりました。通訳さん、ドライバーさんがいてくれるので、安心して

旅を楽しむ事ができました。メイドさん達も、お料理にお掃除にお洗濯、色々ありがと～！

またきっとお友達も誘って行きま～す！

セブは気候も良く、料理もおいしくて大変満足！ マッサ
ージも安価で日本では絶対出来ない事ばかりです！

フィリピンは７１０７の島があるそう
です。山育ちの私は綺麗なセブ島は別
世界で楽しく充実し、癒された旅でし
た。市内観光では中国の寺院へも行
き、バディアンゴルフリゾートは眼下の
海辺で開放的なテラスでの食事や
プールで韓国の御家族とビーチバ
レーをやり楽しい夜の思い出となりま
した。翌日、セブ市に向かう途中で立ち
寄った「マンタユパン滝」では、滝が４
つもあり、滝壷では大勢の人が水遊び
をして楽しんでいました。また道中に
は２人～５人乗りバイクも珍しくなく、また小型バスやトライシクルがたくさん行き来する
中を犬、ネコが自由気ままに横断していてびっくりする光景でした。事故が起きないのか？
不思議でした。次の日は晴天の中パンダノン島でバーベキューのおもてなし！最高に幸せ
な癒しの時間を過ごさせて頂きありがとうございました。夜は素晴らしいアメージング
ショー（ニューハーフショー）を観たり、お別れ会食では誕生日パーティーのサプライズもあ
り、皆さんと和気あいあい楽しく過ごさせて頂き、行方会長、ワールドビッグフォーのスタッ
フ、メイドさん、運転手さん、通訳のシャローンさん達に優しくお世話になり貴社様のお陰
でこれまで５回も来る事ができた事に感謝しております。帰路、珍道中もありましたが、充
実したセブの旅行には癒されました。日本は、気温差３０度もあり冬に逆戻りの現実です
が、世界中で最も水事情も良く清潔で住み易く恵まれた国であると実感しました。

５回目のセブ旅行！ 今回も最高に幸せな癒しの
時間を過ごさせて頂きありがとうございました♪

川下りの船上でのバイキングランチ中、
スコールというものに遭いました！

お別れ会食では誕生日パーティーのサプライズ
もあり、皆さんと和気あいあい楽しく過ごしました！

出発日２月３日（４泊５日）
会員歴１１年７ヵ月　岡部さん

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴５年９ヵ月　山下さん

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　互井さん

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴４年１１ヵ月　横村さん




