
ごあいさつ
幸福へと導く究極の楽園、ワールドビッグフォーリゾートへ！

健康寿命を延ばす最適な環境と心温まるアットホームなお持て成し、南国セブ島での

無限に広がる魅力溢れたリゾートライフは、豊かな心を育み健康を誘う私達に大切な至福の

ひとときをご満喫頂けます。日本から僅か４時間、時差１時間と身体への負担も少なく、１年を

通して温暖な気候は、老若男女を問わずお楽しみ頂く事もでき、また皆様のご旅行日程も選びません。

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！人生で欠かす事のできない大自然の恩恵で心までも

リフレッシュ、ご家族やご友人との心に残る最高の思い出づくりにもお気軽にお役立て下さい。

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。
ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治

珊瑚礁の海に包まれたワールドビッグフォー究極のリゾート珊瑚礁の海に包まれたワールドビッグフォー究極のリゾート

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～

会    報
平成29年8月号

＜編集後記＞
セブ島旅行の楽しみに、「安価で多彩な食を楽しめる」という魅力があります。デザートには種類もビタミンも豊富な南
国フルーツ達が旅の気分を更に盛り上げ、お部屋のテラスからは海の眺望が楽しめます。エステやマッサージに癒され
てゆったりと贅沢な一日を過ごす。そんな楽しさが味わえるワールドビッグフォーリゾートではアットホームなスタイル
でご滞在頂ける様、宿泊施設内にメイドスタッフが常駐、また専属の通訳、ドライバーが現地の移動から観光までをサ
ポート致します。ご家族・ご友人皆様おそろいで思い出に残る楽しいひと時をお過ごし下さい。ご予約に関しての詳細
等、ご不明な点がございましたら、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。尚、誠に勝手ではございますが、８
月１１日（金）から８月１５日（火）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１６日（水）より通常営業致します。　　                                           　　　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７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

０８／０１～０９／３０ ￥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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女房達の同級生五人の計画で半年ぶ
りのセブ旅行です。台風が来ていると
聞いて少し心配しながらの１２人で
出発です。以前は成田出発だったのが
名古屋から出る様になったので時間
的に余裕ができ、家を出たのが朝の
９時３０分。同行して頂く赤羽さんの
お宅へ回り、他の同行者も含めて駒ヶ
根へ。そこで３人乗り込み一路名古屋
へ、夜の８時２０分にはセブマクタン
空港に到着。途中で夕食を済ませコー
ラルポイントリゾートへ。今回初めて
来た人たちは南国のちょっと違った雰
囲気に物珍しさが加わって少し気分
が高揚していた様子でした。１階へ全
員集まり明日からの予定を打ち合わ

せする。先ずは明日ショッピングに行って、お土産等買い揃えた後はユックリしようと言う
ことになった。セブの町に出てマンゴー工場、デパート廻り、買い物、エステ、あんま等を
して一日を楽しむ。３日目は何人かのお仲間でさせて頂いている活動の中で、こちらの子
供達に援助物資を全員で届ける事にし、ノート、鉛筆、折り紙を持ってバディアンの方向、
コーラルポイントリゾートより１時間ほどの場所にある保育園へ行った。園と言えども机
もない掘っ立て小屋の様な建物で、そこで持って行った物を５０人程いる子供達に渡し、
そこの人達や先生に感謝されて帰ってきました。今回は一週間の予定で来たので、ユック
リとマリンスポーツ（パラセーリングにバナナボート）にと楽しく過ごしてきた人、ボホー
ル島へ行ってきた人、２日間ゴルフを楽しんだ人、それぞれが存分に楽しみ、最後の日は
全員（メイドさん）も含め仮装してパーティー。全員腹を抱えて大笑いの楽しい一時でし
た。そしてバンドの皆さんを含め、集まった皆さん全員にお土産を配り、セブの旅を終わ
りとしました。今回の旅で気が付いた事は以前より工事をしていたのだが、マクタン空港
が随分と大きく成り綺麗になったこと、市内のどこへ行っても道路工事ラッシュ、信号の増
えた事、フィリピンの目覚ましい発展が目を見張った。

最後の日は全員でパーティー♪全員
腹を抱えて大笑いの楽しい一時でした！

他のメンバーさん達が孫の面倒をみて下
さったお陰で、２度もゴルフを楽しみました！

幸福に満たされる究極のリゾート、大
自然の恵み、海を渡るマイナスイオ
ン、心地良い風のセブ島へ今回は知
人友人１０名で訪れました。通訳さ
ん各２名と車を２台用意して頂けま
した。４泊５日、毎日どこで何をした
いのか、こちらの希望要望を聞き入れ
て頂き、海へ陸地へと時間の許す限り
セブを満喫しました。市内観光はセブ
の見所であるサントニーニョ教会、マ
ゼランクロス、サンペドロ要塞。地元
で賑わっているカルボンマーケット
などを見学しました。セブに来て必ず行きたい所は安価で丁寧なエステ、マッサージ、
ネイルサロン。さあ、美しくなったら次はスーパーでショッピング。通訳さんのアドバイス
を頼りに使用してみたい調味料、お菓子など目新しい品物を買うことができました。食
事は毎回とても美味でした。セブ島に来たら必ずと言って良いほど訪れるフィリピン料
理のレストラン（マリバゴグリル）椰子の葉のお皿で盛り付けられた魚介類の味も良く
南国風。スペイン料理店のピザ、スパゲッティー、中華料理店（グランドマジェスティッ
ク）に、マルコポーロホテルの多彩なバイキング、韓国のビビンバなど、いろいろな国の
食べ物を頂き大満足でした。改めてワールドビッグフォーとのご縁に感謝しました。ま
た、スタッフの皆様にはお世話になりました。至福のひと時をありがとうございました。
またいつかセブの風を感じられます様に。

　大満足のセブ旅行

リフレッシュセブ旅行にやって来ました！ 女房達の
同級生の計画で半年ぶり12名でセブ旅行です♪

今回は知人友人１０名で訪れました！ 毎日海へ
陸地へと、時間の許す限りセブを満喫しました♪

何回でもセブ島へ リフレッシュセブ旅行

リフレッシュセブ
今回のセブ旅行には目的が三つありま
した。一つは高校の部活の先輩方と行
く事。二つ目は孫が大学へ入学した御
祝いに連れて行く事。三つ目はメイドさ
んの名前を覚える事でした。先輩のメ
ンバーの中に三回目という方がいて、
他の先輩や孫の世話をして頂き、お陰
様で二度もゴルフを楽しむことが出来
ました。孫も他のメンバーさん達に溶
け込んでとても楽しかったようです。メ
イドさんの話ですが、玄関で「おかえり

なさい」の言葉とマンゴージュースで迎えてくれます。毎日帰ってくると部屋もきれいにして
あり、洗濯物も本当にきちんとたたんでおいてくれます。頭が下がります。名前は１０人ぐら
い覚えられたでしょうか？今回、久しぶりにボホール島に行って来ましたが、地震の跡はすっ
かりきれいになっていて感激しました。もう一度見たいと思っていたジンベイザメも見る事
ができました。最後に孫の事ですが、遠くにいる孫と一週間同じ部屋で寝起きできた事がと
ても嬉しかったです。そして他人へ気を遣える大人へと成長しているのだなと感じました。そ
れは最後の日部屋を出る時、ベッドの間にある机の上にお菓子が置いてあったので、「これ
置いて行くの？」と言ったらメッセージも置いてあるからとの事でした。その行動にびっくり
しました。メイドさんにありがとうの意思を示したんだなと思いました。最後に一緒に行って
頂いた皆さん、現地スタッフの皆さんに感謝致します。

何回でもセブ島へ！ 至福のひと時をありがとうござ
いました。またいつかセブの風を感じられます様に！

３年ぶりに２度目のセブ旅行に行っ

て来ました。今回は主人と妹夫婦、そ

れに前回もご一緒させて頂いた方々

等、１０名の旅でした。前回は尻込み

して体験しなかったパラセーリングや

シーウォーカーにも挑戦し、欲張って

シュノーケリングもしました。上空か

ら、海底から、そして海面から、美しい

南の海と珍しい色とりどりの魚を沢山

見る事が出来ました。１日がかりでボ

ホール島観光もしました。世界最小の眼鏡猿ターシャに会い、ロボク川クルーズで生演奏

を聞きながらランチを食べ、チョコレートヒルを見学し、竹の吊り橋をこわごわ渡ったりと

充実した一日でした。途中、青田の向こうで稲刈りや脱穀をする光景を見て「やっぱり南国

だなァ」と実感しました。食事も充実していました。最初の夜、イタリアンから始まりフィリ

ピン料理や韓国料理、中国、和食まで。そして何より美味しかったのは、毎朝メイドさん方

が用意して下さった生果汁たっぷりの朝食。大満足でした。やりたいことてんこ盛りの旅で

したが、現地スタッフの皆さんのご配慮で充実した旅でした。心より感謝申し上げます。あ

りがとうございました。

フィリピン料理、イタリアン、中国、韓国、
和食まで食事も充実していました！

久しぶりのボホール島、地震の跡はすっ
かりきれいになっていて感激しました！

１日がかりでボホール島観光もしました。
南国ならではの光景を実感しました！

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　飯塚さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴１８年５ヵ月　池上さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴１１年　久保田さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴１０年９ヵ月　赤羽さん
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１年振りにマクタン・セブ国際空港へ
４人で到着した。通訳さん達の迎えで
コーラルポイントリゾートへ。おいし
いマンゴージュースをいただき部屋
に入った。誰もいないはずなのに人が
歩いている。ビックリしてよく見ると、
みすぼらしい自分の姿が写っている。
「やだ」あわてて隠れようとして右に左
に全部写っている。全面鏡張りの部屋
でした。数日この部屋でお世話になる
んだナと、こころ落ち着け眠りについ
た。見学から帰ると鏡の部屋へ。数日

繰り返していたらだんだん慣れてきて、ポーズをとって笑ってみた。やはり笑顔がいいナ。
腰を伸ばしてみた。これもいいなと余裕が出てきた。５０数年前の若かりし頃、９センチ
のハイヒールを履いて浅草、新宿と歩いた思い出が沸いてきた。あの頃の姿をこの鏡で
写したら良かっただろうナと思ってしまった。今まで頑張ってきた人生をゆっくり振り返る
事が出来た。やはりセブに来て良かったナー。コーラルポイントリゾートから青い海を眺
めながら、『私は幸せだ。今年も元気に働けそうだ！』と勇気が沸いてきた。セブの空気と
共に思い出を体いっぱいにつめこんだ。帰る朝に背筋を伸ばし、笑顔で鏡とお別れした。
４人で空港に送ってもらい別れの時、通訳さんの「日本語少しでごめんなさい」の言葉が
耳に残っています。心がこもっていればいいんですよ。ノバさん、リゼールさん頑張って
ネ。又くるネ。今回も沢山の思い出が出来ました。佐藤統括さんいつもありがとう！お世話
になった皆々様ありがとうございました。

毎日見学から帰ると全面鏡の部屋へ。数日繰り返していたらだんだ
ん慣れてきて、ポーズをとって笑ってみた。やはり笑顔がいいナ（笑）

何もかも夢の様でした！ 毎日頂いたマンゴージュースも
美味しかったです♪たのしい旅はあっという間でした！

「年が明けたらセブへ」という思いで

忙しい１年を過ごし、この日を待ち焦

がれていました。マクタン空港に着く

と６ヵ月前とはまるで違っていて近代

的に発展するスピードの速さに驚くば

かりでした。着いた夜は小雨パラパラ

でしたが、翌日、天気に恵まれ疲れた

身体を早速癒してくれました。ただ風

は強く海の波は荒く、パンダノン島へ

出かけた時も、ボホール島に出かけた時も、帰りの船は凄い大揺れでそれはそれは迫力

満点のスリルを経験しました。前回行けなかったカモテス島には、今回も行けずとても残

念でした。その分ラプラプ公園で皆思い思いのお気に入りアクセサリーを買い求めて記

念撮影したり、市内のマーケットで地元の美味しいおみやげ品を買ったり、のんびりマッ

サージしたりと心の栄養補給もできました。定年を迎えた年に縁あってワールドビッグフ

ォーと巡り合えて、介護や日常生活に疲れたらセブ島に行ってくるという思ってもみなかっ

た充足感に満たされています。本当に感謝でいっぱいです。

埃まみれのセブ

青い海を眺めながら、『私は幸せだ、今年も
元気に働けそうだ！』と勇気が沸いてきた！！

ラプラプ公園で皆思い思いのお気
に入りアクセサリーを買いました！

日常生活に疲れたらセブへという生活 ２度目のセブ・コーラルポイントのかがみ

２度目のセブへ
昨年２月、妹夫婦達と４人で楽しいセ

ブでした。又来るネ！と別れてきまし

た。それが今年の２月、初めて行くもう

一人の妹を誘い４人で雪の降る寒い

朝の信州を出発し、あっという間にマ

クタン・セブ空港におりました。考えら

れない２８度の夏でした。昨年のドラ

イバーさんとはちがったけれど、別の

方が迎えに来て下さいました。メイド

さんも待っていて下さり、夜には昨年

のドライバーさんも会いに来て下さり、懐かしかったです。２日目はショッピング、夜はニ

ューハーフショー。３日目はボホール島のロボック川へ。船の上で周りの景色を見ながら

のお昼を頂き、チョコレートヒルズや世界一小さいサル（ターシャ）を見て帰りました。４

日目はキルトの島。波があって船に乗るのがこわかったけど、島では朝獲れた魚介を頂い

て何もかも新鮮で、何もかも夢の様でした。毎日頂いたマンゴージュースも美味しかった

です。たのしい旅もあっという間に過ぎ、帰る日がきました。家に着くと又大雪が迎えてく

れました。お世話になった皆さんに感謝しながら、又セブへ行ける日をたのしみに…。あ

りがとうございました。

市内のマーケットで地元の美味しいお土産を買っ
たり、マッサージしたり心の栄養補給ができました！

１月２２日よりセブ旅行に行って来ま
した。毎回晴天に恵まれて、すばらし
い旅行となりました。島巡りの当日は
少し波が荒れていましたが、問題ない
と言う事で出発しました。島に着くと波
も穏やかで海もきれいでした。海に入
ると底にウニがたくさんいました。サ
ンダルを履いて入ったので刺さる事
はありませんでしたが、素足だと危険
だなと思いました。バーベキューをご
ちそうになり冷たいビールも最高でし
た。食後、コーラルポイントリゾートに
戻る事にしましたが、波が荒くなってしまい出発した所までは行けず、ＪＷＢホテルの港
に入りました。今までこんなことはありませんでしたので良い経験が出来たと思いました。
次の日はボホール島へ行きました。時たま雨が降りましたが、チョコレートヒルを見学す
る時は降っていなかったので助かりました。原始猿のターシャを見学しました。とても小さ
く、我々人間が彼らの土地に沢山入ってしまい申し訳ないと思いました。帰りの船は途中
から波がすごく、船内では船酔いの方がたくさん出てしまいました。セブ島は行く度に風
景が変わり、すばらしい発展をしている事が感じられました。街の中は工事だらけで、車が
走ると埃がすごく、道行く人はマスクをしていました。セブは若者が多く、これから益々希
望の持てる国になると思いました。最後にドライバー、通訳、スタッフの皆さんには大変お
世話になり、すばらしい５日間を過ごさせて頂きました。次回もまた行きたくなってしまい
ます。その節はよろしくお願いします。

島巡りでは海に入ると底にウニがたくさん！ 素足だと危
険だな…。バーベキューと冷たいビールは最高でした！

出発当日は雪の降る寒い朝を迎え、着いたセブは
考えられない２８度の夏でした！海風は心地いい～♪

晴天に恵まれ、ドライバー、通訳、スタッフの皆さんには大
変お世話になり、すばらしい５日間を過ごさせて頂きました！

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　互井さん

出発日２月２日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　小玉さん

出発日１月２２日（４泊５日）
会員歴４年４ヵ月　中野さん

出発日２月２日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　武田さん
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お世話になっている知人（おとうさんと
呼んでいます。）が初めてセブ島に、し
かも一人旅。おとうさんのお誕生日も
お祝い出来たらと内緒でセブ島に飛び
ました。現地は優秀なスタッフの方ば
かりなのでおとうさん（７７歳）の一人
旅も何の心配もいりませんが、ちょっと
ビックリさせようと思って計画しまし
た。出発前日に「気を付けて行って来て
ね！！」と電話を入れ、出発当日おとうさ
んの飛行機は昼の便、同じ便だと見つ
かってしまうので私は一足先に朝の便

でセブ島に向かいました。１４時過ぎにはマクタン空港に到着、コーラルポイントリゾート
に向かう前に、通訳のリサさんにお願いして、シューマートに行ってもらい殆どの買物を済
ませました。可愛いメイドさん達が「おかえりなさ～い！！」と迎えてくれ、サプライズ計画会
議。おとうさんがもうすぐ到着するとの連絡が入り、メイドさん達に交じってお出迎え、おと
うさん全く気付かないままお部屋へ、ウェルカムドリンクのマンゴージュースと共に種明か
し！！「お疲れ様～」と声をかけたら、おとうさん一瞬金縛り状態。大成功！みんなで盛り上がり
ました。本当に良くして下さるスタッフの皆さんに囲まれ、おとうさん本当に楽しそうで良か
ったです。魚釣りや一緒に食事楽しかったね。次は奥さん、お友達と来てね。スタッフの皆さ
ん、いつも本当に有難うございます。私もしっかり楽しませて頂きました。

ウェルカムドリンクを出すと同時に種明かし。
どうしてあなたがここにいるの？と金縛り状態！

前回とは違う行程で観光しましたが、セブ
島にはまだまだ見所が沢山あるようです♪

２度目のセブを７名で参加、内１名は

足の痛みがある為、ワールドビッグフ

ォーより車椅子を用意して頂き、空港

から機内入口、現地移動から帰りの空

港まで利用でき、本当に感謝しており

ます。前回行っていないバディアンゴ

ルフリゾートに１泊、カワサン滝では

マイナスイオンを充分に浴びながら、

滝くぐりをするいかだに３人参加し、

横たわったり３人で肩を組み、おしりをふりふりしながら滝に打たれ貴重な体験ができ、

童心に返ることが出来ました。ジンベエザメとの対面では思ったより体力がいり、必死で

潜りを体験しました。また２日に渡りカカトのあかすりや全身マッサージ等を受け心身共

に癒されました。そしてすぐ近くの日本料理店「神楽」はきれいで、日本人の口に合う料理

でおいしかったです。デパートや地元のスーパーに行き楽しく買い物もでき、セブがます

ます身近に感じる事が出来ました。これも通訳のシャローンさん、運転手さん、メイド長の

アイリーンさん達の心あたたまる気配りがあったからこそと安心して楽しい旅行が出来た

事に感謝しております。本当に有難うございます。

７７歳 セブ一人旅

おとうさん！！ お誕生日おめでとう！！
セブ島で誕生日できて良かったネ♪

カワサン滝では３人で肩を組み、おしりをふりふりしな
がら滝壷へ突入～！無事三人とも救出されました！（笑）

２度目のセブ サプライズ計画大成功

セブが更に好きになりました！
セブ島への旅も２回目になりました。

可愛いメイドさん達が笑顔で迎えてく

れて、通訳のシャローンさんや運転手

のベルナルドさんは優しく色々助けてく

れて、こころから安らげた楽しい旅行で

した。７泊８日の中でジンベエザメと

泳いだり、全身マッサージ、ショッピング

と前回とは違う行程でしたが、それでもセブ島にはまだまだ見所が沢山あるようです。どこ

へ行ってもセブ島の人々の心の優しさ温かさに癒されました。また来たい！そう思うのはセ

ブの自然の美しさもありますが、セブ島の人達に会いたいというのが大きいです。メイドさ

ん達のキラキラした笑顔で『お帰りなさい！』とまた言ってもらいたいな。この様な素晴らし

い機会を与えて下さったワールドビッグフォーの方々に、心から感謝いたします。

安心して楽しい旅行が出来た事に感謝しており
ます！ セブがますます身近に感じる事が出来ました！

国内は大雪で私のライフワークである

車中泊の旅が出来なく、セブ島へ行く

決心をしました。マクタン・セブ空港に

降りたら、可愛い通訳さんとドライバ

ーさんが笑顔で出迎えてくれ、私も自

然と顔がほころび、幸先の良い出会い

でした。滞在中は沢山の孫娘のような

可愛いメイドさん達に囲まれた日々

で、何処へ行くにも両手を支えられ細

心の注意を払ってもらえました。何度

も一人で散歩に出掛けようと脱走を

試しましたが、直ぐに気づかれてしまい未遂に終わりました。良く教育されたスタッフに大

満足でした。（次は匍匐前進を練習して行きます。）船での何十年かぶりのフィッシングは

時間を忘れるほど楽しく、その間スタッフが準備してくれていた船上でのバーベキューは

初体験、とても美味しかったです。自分で釣った魚も食べました。ショッピングしたり食事

をしたり、Lantaw（ランタウ）というレストランでは綺麗な夕暮れの景色を眺めながらの夕

食、そこで思いがけない早めのサプライズ誕生日パーティーをして頂きました。（来月で７

８歳になります。）とても安らいだ休日を過ごさせて頂き、ワールドビッグフォーのスタッフ

の皆様、本当に感謝します。

警備は厳重。脱出失敗！！ この後
何処へ連れて行かれるのだろう？

自然の美しさとセブ島の人々の心の優しさ温
かさに癒され、セブが更に好きになりました！！

時間を忘れるほど楽しかった魚釣り！
この魚は焼いてもらって食べました！

出発日２月７日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　森田さん

出発日２月７日（５泊６日）
会員歴１３年７ヵ月　森田さん

出発日２月６日（７泊８日）
会員歴２年１ヵ月　湯本さん

出発日２月１５日（７泊８日）
会員歴２年４ヵ月　歯黒さん
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２度目のセブ旅行は９人の仲間と共
に６泊７日の旅となりました。ドライバ
ーのアーネルさんと通訳のシャローン
さんに空港まで迎えに来て貰い、コー
ラルポイントリゾートに到着。メイドさ
ん達に迎えられ早速濃厚なマンゴージ
ュースを頂いた。部屋割りをし、明日か
らの予定を想像しながら眠りに着い
た。パラセーリングとシーウォーカーを
体験、初めてのことで不安な方が多か
ったが実際に体験してみると空からの
景色の良さと、更には海中で３０分魚

と戯れ、楽しいひと時だった。疲れた身体をマッサージでほぐして貰いとても満足。チョコレ
ートヒルズへ行き２２０段の階段を登り、頂上での景色のすばらしさやチョコレート色をし
た山など初めて見て感動。パンダノン島の海では遊泳すること１時間、その後海を眺めな
がら頂いたバーベキューは最高でした。ニューハーフショーは庶民的でお客をステージに
誘い、一緒に踊る場面もありお腹を抱えて笑いました。４月２６日６時、天候にも恵まれあ
っと言う間の一週間が過ぎ、コーラルポイントリゾートを後に帰路に向かい無事家に到着し
ました。安心して旅を満喫出来たのもドライバーさんや通訳さんをはじめお世話をして下
さったメイドさん達のお陰と感謝の気持ちでいっぱいです。ワールドビッグフォーに縁した
お陰です。これからの人生をもっともっと楽しみたいと思います。ありがとうございました。

９人の仲間と共に、安心して６泊７日の旅
を満喫♪感謝と癒しのセブ旅行でした！

心配と不安でいっぱいだったパラセ
ーリング。あなたとだったら平気よ～！！

今回は人生で２回目のセブ旅行でし
た。去年のちょうど同じ日、偶然にも私
はセブにいました。今回のセブ旅行は
学生旅行では絶対味わえないセレブな
体験をたくさんでき、去年とは違うセブ
の顔をたくさん見る事ができました。家
族との海外旅行は初めてで、最初は不
安な事もありましたが、長いかなと思っ
ていた５泊はあっと言う間に過ぎてい
きました。部屋は３人には大きすぎる
程広い部屋で、メイドさんが２人も付
き、豪華さにただただ母と弟と感動して
しまいました。朝起きるとメイドさんが作ってくれた朝食が用意されていて、フレッシュなフ
ルーツジュースと美味しいフルーツをエメラルドに輝いた海を見ながら食べる。これだけで
も都内で生活する私にとって最高の贅沢そのものでした。また、雨予報だった天気が奇跡的
に晴れ、プールにも入ることができました。きれいな海を眺めたり、大きなプールではしゃい
だり夢中になりすぎて日焼けをしてしまいました。さらに、去年は訪れることができなかった
ボホール島へ行く事ができました。今までに見たことがなかった大きな目のメガネザル（タ
ーシャ）を間近で見たり、雄大な森の中で自然を感じたり、展望台から見た歴史的遺産“チョ
コレートヒルズ”の姿は圧巻でした。日本では感じることのできない文化や自然をたくさん感
じることができました。お世話になった通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、楽しい６日間
をありがとうございました。たくさんのお思い出ができました。

楽しかったセブ

癒しのセブ旅行でした！これからの人生
をもっともっと楽しみたいと思います♪

日本では感じることのできない文化や
自然をたくさん感じることができました！

セレブ生活inセブ 癒しのセブ旅行

病み付きになったセブ島
友達より「セブへ行こう！」と声を掛けら

れ、一つ返事で決める。昨年８月に行っ

て来たばかりなのに夫と行く事に！何か

に惹かれて３回目。マクタン空港到着、

プーンと懐かしい臭い。「又来たよ、よろ

しくネ」。１日目、早く目が覚めベランダ

より見る海、懐かしい。一週間セブを満

喫するぞ～・・・。前回まで希望しても出

来なかったマリンスポーツ！パラセーリ

ングで夫と二人大空へ。心配と不安でいっぱいだったが、飛び立った後は気分最高！大声で

叫んだり、今までの自分がちっぽけだったと感じた。シーウォカーをしながら海の中で見た

魚達に見惚れ、夢の世界へ舞い込んだ様でした。２、３、４、５日と毎日が目の回る様に忙し

く過ぎてしまった。ボホール島のチョコレートヒル、まだチョコレート色になっておらず残

念。ターシャは今回見る事が出来た。きれいな海で泳ぎプールでも皆、子供みたいにはしゃ

ぎ遊び、本当に楽しい旅行でした。いつもの仲間に感謝。ドライバーさん、通訳さん、メイド

さん本当にお世話になりました。楽しい旅行が出来たのも皆様のお陰です。感謝・感謝で

す。又誘われれば行くと思います。その時は又宜しくお願いします。

セレブ生活inセブ～♪家族との海外旅行は初
めてで、私にとって最高の贅沢そのものでした！

今回３回目のセブ旅行。いつものメン

バーと新しい仲間９名で６泊７日の

旅でした。今回の楽しみは、真夏のボ

ホール島で見えるチョコレートヒルズ

の茶色い丘と、マリンスポーツ。人生

初めてのシーウォーカーでは、水深５

ｍの海底を歩き、熱帯魚が手に直ぐ触

れる位の近さで見る事が出来、魚に餌

もあげることが出来ました。パラセーリングでは青い空、青い海、空から見る島々が本当に

きれいでした。プールで遊び、きれいな海で泳ぎ、マッサージ、ショッピング、ニューハーフ

ショー、セブ市内観光、トップスの展望台からきれいな夜景を眺めました。ラプラプ市の夜

は１週間お祭りで人が多かったこと。天候にも恵まれ楽しい旅行が出来たのは、一緒に行

った友人や通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達のお陰です。今回のセブも思い出に

残る旅行となりました。ありがとうございました。

楽しみにしていたマリンスポーツ！ 青い空、青
い海、空から見る島々が本当にきれいでした♪

きれいな海やプールで子供みた
いにはしゃぎ遊び、ちょっと休憩♪

皆でセブ一番の高台へ！トップスの展
望台からの夜景はとてもきれいでした！

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴３年１ヵ月　清水さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴３年　中村さん

出発日３月１８日（５泊６日）
会員歴４年２ヵ月　松村さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴２年１１ヵ月　平尾さん
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待ちに待った２月、やっと来週セブ島

に行けると思った矢先、仕事で足にケ

ガをしてしまい、その瞬間、ヤバイっと

頭をよぎりました。でも１年に一度の

休暇＆骨休めという目的で、のんびりし

に行く事に・・・！！結果、とても楽しい１

週間を過ごすことが出来ました。特に

射撃は感動！！とってもおもしろかった

ので、次回も射撃とライフルに挑戦しようと思っている。そして今回楽しかったのはアメージ

ングショー、あの美しい男性！？女性！？には、びっくりでした。見る価値はあると思う。足のケ

ガでマリンスポーツなど出来なかったけど、食事はどこに行ってもおいしいし、ビールも旨

い。今回で４回目のセブ島ですが、通訳さん、ドライバーさん、メイドさんの心のこもった対

応のおかげで、本当に楽しい旅でした。いろいろありがとうございました。

今回で４回目のセブ島！ いつもスタッフの
皆さんのおかげで楽しい旅行が出来ます！

通訳さん、運転手さんに感謝です！ おかげ様で今回はジンベ
エザメと、カワサン滝を１日で回る事ができ観光を満喫しました！

私達一行は４泊５日の日程で出発。飛
行機の往復で２日を使い、遊べる日が
３日しかないのでこの３日間は貴重
でした。到着した夜は風が強くて、明日
は島に渡れないと言われ残念でした
が、ショッピングモールで買い物を楽
しんだり、ラプラプ公園を散策したり、
寺院を見学したりした。翌日はボホー
ル島へ行き、南国ムードに浸りました。
道路の両側はずっとヤシの並木路が
続き、木々の葉が風にそよそよなび
き、それは素晴らしい光景でした。昼
は船上でバイキング、食事終了後、住
人の方とのふれ合いもあり、可愛いメガネザルも見（はっきり見えなかった）楽しい１日も
過ぎました。最後の日こそ‼念願叶って天気に恵まれ、午前中は海で泳ぐ事ができまし
た。遠藤理事もご一緒でした。遊んでいる間に、スタッフの方達がバーベキューの準備を
して下さり、お昼は皆でご馳走になり、とても美味しく至れり尽せりで気分上 ！々夢の様で
した。午後からは初めての体験でシーウォーカーも楽しみました。海に入った瞬間、これは
無理と思いましたが、前の人が進んで行く中、私が行かねば、後の人が降りて来れないと
いう事で、係の方のエスコートでお陰さまで成功でした。楽しく遊ばせて頂きました。夜は
パーティーを開いて頂き、これまた盛大で私達までダンスに参加させて頂き、あっという
間に時は過ぎました。本当に楽しかったです。私達をずっと案内して下さったドライバー
さん、通訳さん、本当に夜遅くまでお付き合いいただいて有難う御座いました。現地での
マンゴー、バナナ、パイン、とても美味しかったです。

はじめてのセブ！

旅行前、足にケガをしてしまいどうしようか
と思いましたが、やっぱり来て良かった♪

海に入った瞬間、私は無理！！でも私が進ま
ないと後ろの人が入れない！！何とか成功♪

待ちに待ったセブ旅行 楽しみにしていたセブ島

初めてのセブ
こんな旅も素敵だなーと思いました♪

顔は知っているが、どんな方かなど深く

は知らない、でも同じ目的を持っている

人達だと直ぐに心打ちとける。良くある

ツアー会社が設定してくれる旅行とは

全然違う面白さがあると思います。１か

ら１０まで組み込まれているツアーと

違い、その日の夜、食事とお酒を酌み交

わしながら明日の予定を話し合い、通

訳さん達と天気の具合を見ながら予定

を組む。私はセブが初めてなので全てお任せ。初めてのグループ、何度か行っているグルー

プ、ゴルフを楽しむグループと、どこに行きたいか、何を見たいか、ショッピングをしたいか、

何を食べたいか、いろんな意見が出ましたが、心配することなく、みんなのやりたいことが自

然とまとまってしまう。これも又、面白いなぁーと思いました。通訳さん、運転手さんに感謝で

す。おかげ様で今回はジンベエザメと、カワサン滝は１日で回るコースではないのですが、

４泊５日組の私には時間が余りないので、観光などは早朝６時からの出発で強行突破して

も充分にセブの自然を体験出来た事を感謝しています。必ず次回セブ島に行くときは、ただ

ひたすらゆっくり、ゆったりとお酒を飲みながら過ごしたいと思います。スタッフのみなさ

ん、ありがとうございました。

寺院見学やラプラプ公園を散策～ショッ
ピングモールで買物も楽しみました！

雪の新潟から妻との出発は早朝３時３
０分でした。旧村上市から３人、三条市
から１人で６名のワールドビッグフォ
ーの仲間です。雪の関越道を越え、お昼
前には成田空港へ無事到着し、スムー
ズに出発できました。セブ島に着いた
ら「夏」、着替えや言葉やら心配はありま
したが、通訳のダイアナさんと運転手さ
んが名前を書いたカードを持ってにこ
やかに迎えてくれました。丁度２月１４
日のバレンタインデーだったので、地
元のレストランはアベック等の若者で
行列でした。スペイン料理のレストランへ行きましたが、メニューは全て現地語でした。ダイ
アナさんが全てオーダーしてくれ、一人ずつの精算も全てしてくれました。３才の子供が居
るという事なのに、毎日、朝から夜まで傍に居てくれるので私達は安心して毎日を過ごせま
した。あいにく天候が悪い日が有り、日本で立てた予定はずれても別行程を示してくれまし
た。ボホール島のメガネザルターシャ、先住民。船上ランチ、セブ島へ戻ってのステキなお姉
さん達？のニューハーフショー、シーウォーカー、私は２０年ぶりの海水浴に、時間が経つの
も年齢も忘れて泳いでいました。実弾ピストル射撃も手に汗モノでした。最終日のパーティ
ーは生バンドに料理、飲み物全てサービス！ホント！スミマセン！今の私は雪の世界で背中ピ
リピリ、顔は少し皮がむけ始めています。（笑）ワールドビッグフォーのおかげでこんな素晴ら
しい体験ができました。本当に関係者皆様ありがとうございました。

ステキなお姉様？ のニューハーフショー♡
この方達が男性であることも忘れてしまいました！

初めてのセブでしたが、良くあるツアー旅行とは全然違
う面白さがあり、こんな旅も素敵だなーと思いました♪

２０年ぶりの海水浴に時間も年齢も忘れ泳い
でしまいました。皆さん日焼け対策は忘れずに！

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　貝沼さん

出発日２月１５日（６泊7日）
会員歴７年１ヵ月　野崎さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　服村さん

出発日２月１５日（４泊５日）
会員歴４年６ヵ月　高野さん




