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会長　行方　栄治

ごあいさつ
人生を楽しもう！長寿の秘訣はセブ島ワールドビッグフォーリゾートへ。

温暖で豊富な大自然の恩恵と優しい心とのふれあい、すべての渡航者を笑顔へと導く

旅の始まりは、新たに広がる私達の幸福と共に健康長寿にも繫がる元気に満たされた若返り

体験へとお楽しみ頂けます。日本から僅か４時間、時差１時間ほどの身近で快適な環境で過ごす

セブ島の醍醐味、多種多彩なアクティビティーも思う存分に満喫できる笑顔が溢れる至福の滞在は

皆様の夢や希望、そして今後の素晴らしい人生設計にもお役立て頂けることと思っております。

元気溢れるシルバーライフにも最適な新しい発見の数々をワールドビッグフォーリゾートで！

是非皆様も感動感激を堪能できる充実した長寿の秘訣体験をお気軽にお楽しみ下さい。

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。

珊瑚礁に包まれた究極のリゾート・コーラルポイントリゾート

キラキラ輝く太陽、美しい遠浅の海、日本からたった４時間のアクセスにも関わらず、一年中季節を問わず楽しめるセブ島は楽しさ
の宝庫！穏やかな気候はからだにも優しく、こころまで豊かに演出してくれます。ワールドビッグフォーリゾートでは会員の皆様のご希
望する観光プランに合わせて当社専属通訳・ドライバーがベストなご予定をアレンジ致しますので、ノープランでも安心してお楽しみ
頂けます。ご家族・ご友人との特別なひと時と更なる旅行の楽しさをお楽しみ下さい。尚、搭乗予約受付は随時承っております。ご予
約・出発前のご不明な点は、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

（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３０年８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

０９／０１～１０／３１ ￥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
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２５
１５：３０

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

＜編集後記＞

人生観が変わる究極のリゾート！
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伊藤理事によるワールドビッグフォー
の勉強会の１コマに「フィリピンお土
産ランキング」というテーマがありまし
た。定番のドライマンゴーは別として、
ダントツ一番で“モリンガ”とありまし
た。“モリンガ”って何？聞いたこともな
い名前でした。カリウムは牛乳の６３
倍、カルシウム２０倍、記憶力ＵＰ、免
疫力ＵＰ、血圧改善、生命の木、奇跡の
植物と呼ばれすごいものでした。モリ
ンガを見たい！食べたい！とお願いした
所、ドライバーのアルネルは翌日から

モリンガの連発で一生懸命教えて下さいました。どこの家庭にもあり、摘んでも摘んでも芽
を出すそうで、放っておくと直ぐに大きくなってしまうそうです。スープにしたり日常的に食
べる事ができました。モリンガパンも売っていましたよ。青バナナも焼き菓子として初めて
頂ました。フィリピンの５月は真夏で、至る所でお祭りをしていました。子供達は６月４日が
新学期との事で、残り少ない夏休みをちょっとオシャレして、お祭りを楽しんでいる様子でし
た。マンゴーは５月～８月が収穫期との事で、８月収穫のものは大木にいっぱいの袋がか
けられていました。あの袋はどうやってかけるのか不思議でしたが、残念な事にわからない
ままでした。今回は少人数の為パーティーはありませんでしたが、以前お世話になった皆さ
んが顔を出して下さり、頑張っている様子を知り嬉しかったです。ありがとうございました。

マンゴーは８月頃の収穫との事で
した！ あの袋をどうやってかけるの？

バイバイパーティーでは新婚の弟夫婦にサプラ
イズ！ みんなが盛り上げてくれ大成功でした♪

ゴルフ仲間から、「色んな所に行ったけ
ど、セブが一番良かった」と聞かされて、
ずーっと憧れていました。やっと実現し
ました！！『宿泊は大富豪の別荘』と聞い
ても想像がつきませんでした。着いて
びっくり！大勢のメイドさん達に迎えら
れ、広いリビングで南国の香りたっぷり
のマンゴージュースを頂き、案内され
た５０畳もあろうかと思われるベッド
ルーム、南国特有のふんわり包み込ま
れる空気、此処でもうセブに心奪われ
ました。朝目覚めてまたびっくり！テラス
から１８０度パノラマの美しい海が広がり、ブーゲンビリアが風にそよぐ様は夢のような世
界でした。何処にも行かなくても、これだけで来たかいがあった、そう思いました。が、念願の
ゴルフに２回（５人旅ですが、お一人は直木賞狙いとお部屋で執筆）エステ２度、マッサー
ジ２回、海で初体験のシーウォーカー。島に渡って泳いだりバーベキュー、市内観光、それは
盛り沢山のスケジュールを思いっきり楽しみました。キャディさん、通訳さんは若い人ばかり
で、学生のバイトさんかと思う様な人にも「結婚して子供が３人」、「私も４人」と親兄妹大家
族の生活と聞き、日本も昔はそうだったと振り返り思いました。パラセーリングの時間が取れ
なかったのが残念でしたが、次回の楽しみです。運転手さん、通訳さん、毎日洗濯して下さっ
たメイドさん、旅行中のお仲間、ワールドビッグフォーの皆様に感謝です。

7年目のセブの旅

ジンベエザメウォッチングへＧＯ！
心配した船酔いもなく、やったね！！

盛り沢山のスケジュールを思いっきり
楽しみ、念願のゴルフも２回行きました！

行って良かった、初めてのセブ “モリンガ”って何？

初めてのセブ島
両親に誘われ初めてのセブ島へ。１月
１０日から４泊５日の旅でした。長野
県は寒くて南国が待ち遠しい。成田空
港へ向かう車の中から富士山がとても
きれいに見えて「なんだか幸先いいね」
とみんなで盛り上がりました。セブに着
いてからはホントにいい天気で楽しい
旅行になりました。英語が全然話せな
いけど、通訳兼ガイドさんがいてくれる
ので何の心配もなく、ドライバーさんも
メイドさんもいてすごく贅沢な気分。心

配していたご飯はフィリピン料理を始めどれも美味しくて、芯まで食べれるパイナップルや
甘いマンゴーは絶品でした。本当に天気に恵まれ、楽しみにしていたシュノーケリングでは
沢山の魚に出会う事ができました。パラセーリングでは海の色がとてもキレイで空からもセ
ブを楽しむことができました。射撃場では初めて実弾を使っての射撃体験にドキドキ。みん
なにスナイパーだと褒められました。バイバイパーティーでは新婚の弟夫婦にサプライズ
♪ミニウェディングパーティーをメイドさん達みんなが盛り上げてくれ大成功！みんなでダ
ンスを踊って楽しい夜になりました。日本ではなかなか体験出来ないことが沢山できまし
た。まだまだできる事がありそうなので１回じゃ足りないかな？今回誘ってくれた両親に感
謝です。またみんなでセブに行きます！

ずーっと憧れていたセブ島、やっと実現しました！！テラス
から１８０度パノラマの美しい海が広がり、絶景です♪

今回の訪問は、沢山のメイドさんに迎
えられた。その中に７年前に会ったメ
イド長のアイリーンさん、運転手のベル
ナルドさん（ニューハーフ？）に迎られ
感激。部屋はコーラルポイントリゾート
のＡ棟６階、視界が１８０度のパノラ
マ、水平線一杯の大海原、この景観を再
び見ることが出来、大満足した次第。特
に７年の変化で感じたことは人が多く
なったこと、人口増加の一途、少子化な
んてどこ吹く風。車の数、市内の朝夕は
交通渋滞で交通インフラが最大の課題。スマホが飛躍的に増えた。スーパーなどの決済も
スマートフォンで処理。驚異的な変わりようである。ドゥテルテ大統領はトランプ大統領と比
較しても人気が高いことに驚いた。今回のセブでの体験は、先ずゴルフをアルタビスタ、セブ
カントリーと２回。天候に恵まれ最高でした！その他、シーウォーカー(３０分の海底散歩)、ア
イランドホッピング（水泳・バーベキュー）。ボホール島ではチョコレートヒルズ、ロボック川
クルーズ、メガネ猿（ターシャ）の見学も楽しみました。夜の会食では日本料理、焼き肉、スペ
イン料理、フィリピン料理などを堪能しました。更にマッサージは気持ちよくて３回行きまし
た（安いね！）。最後に施設は決して新しくはないが、良く清掃され、広い部屋と景観、明るい
メイドさんが素敵でした。ワールドビッグフォーが、益々発展されますよう祈っています。

ゴルフはアルタビスタ、セブカントリー
と２回。天候に恵まれ最高でした！

本当に天気に恵まれ、楽しみにしていたシュノーケ
リングも堪能しました！誘ってくれた両親に感謝です！

ボホール島ではチョコレートヒルズ、ロボック川
クルーズ、メガネ猿（ターシャ）を見学しました！

出発日５月１３日（６泊７日）
会員歴７年６ヵ月　野並さん

出発日５月２６日（７泊８日）
会員歴６年２ヵ月　浦野さん

出発日５月１３日（６泊７日）
会員歴１年６ヵ月　大島さん

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴４年　百瀬さん
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私にとって初めての海外旅行です。宿
泊先のコーラルポイントリゾートでは、
メイドさんのいる豪華な部屋に泊まれ
るらしい、通訳さん、運転手さんもいる
ので大丈夫‼と聞いていました。本当
に大丈夫かしら？と不安でしたが、全く
問題ありませんでした。家族３人で横
になっても余裕のある大きなベッドも
広い部屋のバスルームも私一人で使
いました。窓の外は海で朝日がきれい
です。お天気に恵まれ海も空もきれい
でインスタの写真をたくさん撮りまし

た。毎朝メイドさんの作るおいしくてかわいい朝食を頂いてから出発です。マリンスポーツ、
パンダノン島への島めぐり、セブ市内観光とショッピング、エステにネイル、夜のアメージン
グショーと毎日やることがいっぱいでした。食事は何処で何を食べてもおいしかったのです
が、マリンスポーツで船に酔った母と私の為にメイドさんが夕食に作ってくれた魚料理が
一番おいしかったです。セブの人達の生活を見ると、自分がいかに恵まれた生活をしている
のかが良く分かります。「もっと頑張らないといけないな」と思いました。あっという間に４泊
５日が過ぎてしまいました。今度はメイドさん、通訳さん達にお土産を持って行こう！と母と
話しています。なので、お父さんまた来年もセブ島旅行お願いします！メイドさん、通訳さ
ん、運転手さん、そして朝田さん、ありがとうございました。

家族３人で横になっても余裕のある大きなベッドも広い部屋
のバスルームも私一人で使いました！そう、こんな感じです♪

セブの松崎○○○？がギター片手に昭和の歌謡からサイモ
ン＆ガーファンクル、はてはビートルズまで歌っていきました！

真冬の日本からわずか４時間半で南
国のセブ島へ。はじめてのセブ旅行は
会員２年目の息子からの勧めでした。
海外ツアーの経験はかなりあるもの
の、フィリピンの治安、食事等の不安が
ありました。しかし通訳兼ガイドさん
が、空港到着から帰国時まで、すべての
行動に不安なく接してくれました。宿泊
はコーラルポイントリゾートのスペシャ
ルビラでした。内装や家具が大理石で、
前庭にプール、その先が美しい海と南
国の樹木と花。ベッドルームが６０畳
というのにも驚きました。市内観光の他、ショッピング、マッサージ、道教のお寺、各国のレス
トランでの食事。何年ぶりかの海水浴はなんとシーウォーカーでした！写真を眺めて大笑い
です。持参したお餅はおしること海苔巻きにして、メイドさん達ともちパーティー。日本米の
おにぎりも美味しく、思わずホッとしました。マクタン島では今建築ラッシュ。一大リゾート地
に希望がありました。６日間の旅でしたが、通訳兼ガイドのミッシェルさん、安全運転のドラ
イバーさん、メイド長のアイリーンさん、メイドのクリスティーヌさんとエンジェルさん。そし
て毎日顔を出して相談に乗ってくれたリサさん等、大勢のスタッフの皆さんに支えられたセ
ブ旅行でした。あまり欲張らず、ゆったりと暖かい地で息子と家族みんなで過ごした時間は
大切な思い出であり、宝にもなりました。また来年も違ったバカンスをセブで過ごしたいと
思います。この機会を下さいましたワールドビッグフォー様、ありがとうございました。

すべてにありがとう

初めての海外旅行は盛り沢山の内容で、
とにかく毎日やることがいっぱいでした♪

毎朝メイドさんが用意してくれる
おいしい食事も楽しみでした♪

はじめてのセブ旅行 初めての海外旅行

初めてのリゾート・セブ
社交ダンス仲間のTさんに誘われて初
めてのセブ島へやって来ました。今回
同行の１０名のうち、初めて来たのは
私一人との事で、何もかも皆さんにお
任せして気楽な出発でした。着いてみ
ればTさんに聞いたとおり、通訳さん、
運転手さん、メイドさん達に囲まれて海
外旅行に付き物の手間、行く先々の予
約や応対の心配は一切なく、安心して
旅を楽しむことが出来ました。皆様あり
がとうございました。セブに到着した
夜、先に到着していた仲間と合流した
歓迎のディナーの席では、生バンドの

演奏をバックにメイドさん達が歓迎のダンスを披露、私もつられてダンスの輪に飛び入り参
加してしまいました。ジェットスキーやシュノーケリングを楽しんで、離島で獲れたての貝類
を買ってバーベキューの昼食を頂いていると、やって来た現地の日焼けしたお兄さん（セブ
の松崎○○○？）がギター片手に昭和の歌謡からサイモン＆ガーファンクル、はてはビート
ルズまで怪しげな日本語と英語を操りながら歌っていきました。夜のダンスホールではテン
ポの良い生バンドと生唄をバックに、サンバやジルバのダンスを楽しみました。セブではあ
らゆる所に音楽があり、セブの人の音感とリズム感の良さを感じました。今回の旅では、こ
の他にマッサージやカジノも楽しみましたが、Tさんによればセブはまだまだ楽しい事がた
くさんで、ジンベエザメや滝壷、シーウォーカー、etc…。これらは次回の楽しみにとっておく
ことにします。

親子の良い時間を頂きありがとうございました！
６日間お世話になったスタッフさんとリビングで♪

今年のセブもゆったり旅。体調に合わ

せてその日の予定を決めます。スタート

はコーラルポイントリゾートでのんびり

過ごし、スミロン島でのバンカーボート

の乗り降りは一苦労です。右半身が不

自由なので５人がかりです。海ではド

ライバーさんが一緒に泳いでくれまし

た。コーラルポイントリゾートに戻ると、

後からの到着組みと合流してウェルカ

ムパーティーが行われました。９日はコーラルポイントリゾートでマッサージを受けてのん

びり、１０日は全員でマリンスポーツに行き、またプールでも楽しみました。通訳のミッシェ

ルさんがずっと見守ってくれて心強かったです。セブでは見知らぬ人も困っていると直ぐに

手を差し伸べてくれます。体調を気遣ってくれ、最後まで行動を共に出来た事に、同行の皆

様に心から感謝致します。メイドさん、通訳兼ガイドのミッシェルさん、ノバさん、ドライバー

さんそして陰でサポートしてくれたリサさん、本当にありがとうございました。すべてにあり

がとう♡

バンカーボートの乗り降りは右半身
が不自由なので５人がかりです！！

初めて来たのは私一人でしたが、行く先々の予約や応対
の心配は一切なく、安心して旅を楽しむ事ができました！

今年も体調に合わせて楽しむ事ができました！ メイドさん、通訳兼
ガイドのミッシェルさん、ノバさん、ドライバーさん、すべてにありがとう♡

出発日２月５日（７泊８日）
会員歴７年３ヵ月　蒔田さん

出発日２月５日（４泊５日）
会員歴３年４ヵ月　小林さん

出発日１月１８日（５泊６日）
会員歴２年６ヵ月　一ノ関さん

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　宮澤さん
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行ってみたいと思っていたセブ島に新
婚旅行で行かせてもらいました。若い
頃、リュック一つで行った過酷（笑）な海
外旅行とは違い、専属の通訳さんもド
ライバーさんも居る幸せな旅行！私達
が泊まったフロアーには部屋が４つ！
メイドさんも居る！普段仕事での忙しい
時間を忘れゆっくり。部屋からの景色も
最高！朝からビールを飲んでのんびり
できました。２日目は海の中を歩くシー
ウォークへ。海辺では現地の方がカラ
オケをしながらＢＢＱ。これがセブの

週末の過ごし方だと通訳さん。その生活を見れた事にワクワクしました。そして何年かぶり
に海に入ったけど、水がキレイ！とても楽しい時間が過ごせました。ランチは地元で有名な
ファーストフード店へ。セブの食事はどれも美味しかったです。町中を移動している時に見
える町並みや、風景を観ているだけで楽しい。意外に海外初体験の妻が単語やジェスチャ
ーを混じえコミュニケーションをとっている事に驚きました（笑）。メイドさん達と日本の歌
の話題で盛り上がったり、通訳さんとドライバーさんがとにかく良かった！３日目に行ったパ
パキッツでは、絶対やらないと思っていたジップラインに挑戦！怖がる僕を見て通訳さん達
が大爆笑！良い思い出になりました。今回はボホール島のチョコレートヒルズを見に行けな
かったので次回は必ず行きたいです。人の温かさと妻の意外な一面に触れた旅行となりま
した。ありがとうございました。

何年かぶりに海に入ったけど、水がキ
レイ！ とても楽しい時間が過ごせました

今回の目的の一つは果物を沢山食べる事。趣味
の写真も沢山撮ったのでみるのが楽しみです♪

大変貴重な機会とお仲間で４泊５日

の旅が始まりです。セブ空港到着時は

雨。１日目、２日目は台風発生、落雷と

思わぬ展開となりました。現地の方の

生活ぶり、車の渋滞、ビル建設等は素晴

らしい自然に囲まれた中で躍動を感じ

ました。３日目は待ち遠しかった朝日が

迎えてくれました。早速、シーウォーカ

ー体験。不安がいっぱいのまま５メー

トルの海底へ。インストラクターの誘導で潜りました。色鮮やかな可愛い魚達や大きなクラ

ゲに歓声が上がり感激の初体験でした。４日目は無人島に船で渡り、まばゆい白砂とエメラ

ルドの海に囲まれ、バーベキューや水浴びを楽しみました。私の心に残る時間は毎朝の広

いダイニングでの朝食でした。眩い朝日で心地良い目覚め、静かな海の絶景に酔いながら、

仲間と頂くおいしい朝食。スタッフの方々の優しく行き届いた心遣いにこの上ない贅沢を味

わいました。そして毎日ご案内頂いた優しいドライバーさん、気配りの素晴らしい通訳さん、

私達の旅をサポートして下さり、一層楽しい時間にして頂きました。ありがとうございまし

た。

やっぱりセブ最高！

意外に海外初体験の妻が単語やジェスチャーを混
じえコミュニケーションをとっている事に驚きました

不安がいっぱいのまま５メートルの海底へ！ 大き
なクラゲに歓声が上がり感激の初体験でした！

はじめてのセブ島 贅沢なセブ旅行

初めてのセブ旅行
妻に誘われて初めてセブ島に行って来
ました。妻は２回目ですが、前回行って
来てから「あの様な旅は初めてだ。毎日
が自由でのんびりしていて、南国のフル
ーツは毎日食べれるし」と、とっても楽し
そうに話してくれました。自分も一度
位、そんな旅もしてみたいなぁ～と思っ
ていた所、今回そのチャンスが来まし
た。前回一緒に行った友と又行くと言う
ので、私も同行させてもらう事になりま
した。統括の朝田さんも一緒なのでと
ても気が楽でした。今回、旅の目的の一
つに「南国の果物を沢山食べる」という

事がありました。毎朝８時からの朝食ではマンゴー、バナナ、パイナップルの生ジュースが美
味しく、朝食は毎回完食しました。フルーツの女王、マンゴスチン、世界最大の果物と言われ
るジャックフルーツ、パパイヤ、モンキーバナナ等が安価で沢山食べる事が出来、満足でし
た。滞在中は時間がゆったりとしている感じで、のんびりする事が出来ました。朝は日の出、
夕方は日の入りがとても綺麗に赤くなり、飽きる事無く毎日見ていました。丁度、満月が大き
な赤銅色となって昇るのを見る事が出来ました。一つだけ残念だったのは水平線から昇る
太陽が見れなかった事です。私は写真が趣味で今回は日の出、日の入りや糸が垂れる様な
感じのツマログ滝、ジンベエザメウォッチング、南国の素敵な花を沢山撮って来ました。ＳＤ
カードからＴＶに大きく映して思い出を楽しむ予定です。最後に朝田さん、現地スタッフの
皆様には大変お世話になり、有難うございました。お礼申し上げます。

静かな海の絶景に酔いながら、仲間と頂くおい
しい朝食に、この上ない贅沢を味わいました♪

今回のセブ島旅行は３回目でした。何
時もよりずいぶんと揺れる飛行機だな
ーと思っていたら、なんと台風でした。
嵐の様な大雨の歓迎を受けてフィリピ
ン、マクタン・セブ空港に到着しました。
通訳のミッシェルと運転手のアルネル
が空港に迎えに来てくれました。久し振
りのセブ島の温度と湿度を感じ懐かし
く思いながら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が笑顔で
待っていてくれました。私の事を覚えて
くれているメイドさんもいて、とっても嬉しかったです。みんながいつも笑顔でいてくれてそ
れだけで癒されました。私はコーラルポイントリゾートのメイドさん達が大好きです♡今回
のセブ島旅行の目的はのんびりすることでした。敷地内のプールで泳いだり、お部屋のバル
コニーで景色を楽しみながらコーヒーを飲んだり、旅先でのんびりする事ほど贅沢な事は
ないものです。でもやっぱり結局動き回ってしまいました。無人島、パラセーリング、ショッピ
ング、そして人生初めて拳銃を撃ちました。ものすごい反動と衝撃でびっくりしましたが、スッ
キリ気分爽快でした！何度来てもセブ島は本当に良い所です。何よりも人間が素晴らしいで
す。またこの先何度も訪れたい。そう思わせてくれます。この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に、心から感謝致します。

人生初めて拳銃を撃ちました！ ものすごい反
動と衝撃でしたが、スッキリ気分爽快でした！

妻が前回行った時の事を話してくれて、楽し
そうだったので私も参加させてもらいました！

今回のセブ島旅行は３回目！ 通訳のミッシェルと
運転手のアルネルが私達を案内してくれました♪

出発日２月１３日（７泊８日）
会員歴３年６ヵ月　歯黒さん

出発日２月２３日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　小林さん

出発日２月１２日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　正源寺さん

出発日２月２６日（８泊９日）
会員歴２年１０ヵ月　橘田さん
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ちょうど１年前に４泊５日で初めてセ
ブ島旅行を体験しました。あれからセ
ブ島での遊びが楽しみで仕方なく待ち
遠しく感じていました。今回はもっとゆ
っくりしたいと一週間も滞在しました。
去年コーラルポイントリゾートに来て
いる筈が、綺麗な景色に、気持ちよい
風に再び感動してしまいました。部屋
は去年「次はここが良い！」と言っていた
Ｂ棟の１階になり、念願の朝起きたら
直ぐプールへダイブ！が叶いました。１

階とは言えども部屋からの景色は最高でした。今回の旅行では毎日プールへ２回は泳ぎに
行き、毎日１回はショッピングモールへ買い物に行きました。同じ場所に行っても何かしら
新しい物を買うという不思議な楽しみ方をしました。自分はラルフローレンのポロシャツが
好きだった事もあり、合計４枚も買ってしまいました。日本よりお得だとつい買い込んでし
まいました。ちょっとリッチな気分になり気持ちよかったです（笑）。今回の旅行は１週間と
ゆったりする時間もあり、やりたい事をやり尽くすことができました。日本では慌しく過ぎて
しまう日々もセブ島に来ると本当にのんびりとやりたい事を好きなだけできる日々に変わっ
てしまうので、帰るのが嫌になります(笑)。もう来年のセブ旅行が決まったので、それを楽し
みに毎日頑張りたいと思います。ありがとうございました。

今回の旅行は１週間とゆったり時間もあり、
やりたい事をやり尽くすことができました♪

片道２時間の高速船に乗り、ボホール
島のターシャにも会えて感動しました！！

懐かしいメイドさん達の「お帰りなさー
い」の声と顔。セブに着いたぞーと実
感。今回のメインはジンベエ鮫を見る
事。２８日は早速、パラセーリング。卒
業旅行の学生さん達が沢山いらっしゃ
り、可愛い学生さんと３人で空を飛び、
長い長い間、鳥になりました。朝田統括
さんが、船頭さんにチップを渡して下さ
り、他の人達より倍も長く大空を舞いま
した。朝田さん有難うございました。感
謝、感謝です。オスロブへ移動しジンベ
エ鮫と泳いできました。といってもその
日は波がけっこう荒く、流されまいと必死に舟の横に付いている竹竿につかまりっぱなし。自
分でも滑稽な姿と思いつつ、ジンベエ鮫が側に来た時だけ水に顔をつけて、しっかりと見て
きました。大きい！大きい！６メートルはあったか。「ジンベエ鮫の大きな姿に圧倒され」最高
の想い出です。白い砂のパンダノン島、透明過ぎる程の碧い海と空。天国に一番近い島と思
いました。「パンダノン、天国の如き、白い砂浜」ギターの生演奏もあり、海辺のランチも夢の
如きでした。今回は朝田統括さん方 と々ご一緒させていただきましたが、なんやかんやと笑
いっぱなし。本当に楽しい旅でした。皆様、本当にお世話になり有難うございました。セブ島
から帰った日から、とにかくおかしいと思えるくらいに、よく眠れています。ストレスが全てス
コーン！！と、どこかに行ってしまったみたいです。本物の癒しのセブ旅行でした。

寒い日本から南国セブ島へＧＯ

部屋はＢ棟の１階になり、念願の朝起
きたら直ぐプールへダイブ！が叶いました！

「パンダノン、天国の如き、白い砂浜」ギターの
生演奏もあり、海辺のランチも夢の如きでした

癒しのセブはびっくり箱 のんびり過ごしたセブ旅行

２回目のセブ島
今回は、６泊７日で三姉妹と姉家族の

計６名で行って来ました。天気も良く、

前回とは違う楽しみ方で実施させて頂

きました。キルトの島、カオハガン島と

ボホール島のターシャに会う事をは希

望していました。天気は最高！キルトの

島のパッチワークも色鮮やかで７０歳

を越えるおばあちゃんが一針一針こつ

こつと仕上げていると思うと、とても愛

着が湧き三姉妹で購入しました。島もと

ても綺麗で、美味しいバーベキューもして頂き楽しい一日を過ごしました。ボホール島へは

朝６時に出発し、片道２時間の高速船に乗り、ターシャにも会えて感動！！今回は通訳さん、

ドライバーさんが朝から晩まで時間の許す限りショッピング、観光と大いに楽しみました。メ

イドさんの作って下さる朝食、夕食の美味しい事、６泊もあっという間に終わり、夢の様な

日々を過ごす事ができました。日本では仕事に追われ忙しい日々ですが、セブへの旅行を目

標にまた仕事をして、３度目のセブに行きたいと思います。通訳さん、ドライバーさん、メイ

ドさんのお陰で安心して楽しい旅行が出来ました。ありがとうございます。

抱えているのはジャックフルーツです。最終日に食べました！

今回は姉と十数年ぶりの海外旅行でし
た。成田空港でコートをトランクケース
に入れ、セブに近づいた飛行機の中で
セーターから半袖シャツに着替え、今
回の通訳さん、ドライバーさんはどな
たかなと考えながら、もう気持ちはセブ
島でした。マクタン・セブ空港では今回
もスムーズに通訳さんと逢うことがで
き、そのままマッサージに行き、疲れを
とってからコーラルポイントリゾートへ
入り、お部屋はスペシャルビラで最高
でした。姉も大喜びでした。しかしスペ
シャルビラの床は大理石張りのため、少し目が不自由な姉が滑ったり転んだりすると危ない
と言う事を次の日スタッフに話すと、気持ちよく別の部屋に変更してくださり感謝でした。市
内観光、ショッピングの他にかかとの角質を取ってもらい、マニキュア、初めてのペディキュ
アと日本では絶対に塗らない色も冒険したところＶｅｒｙ　ｎｉｃｅ！でした（笑）。パラセ
ーリング、シーウォーカーもこの年齢で初めての経験。若い人達に混じってキャーキャー・・・。
帰国前日の夜は会社の御好意で夕食。マルコポーロホテルはレストランも静かでお料理も
美味しく、ゆっくり会食をさせて頂きました。私は今回で３回目のセブ島でしたが、一般のツ
アーとは違い、無理のない行程で、それでいていろいろな体験ができ、毎回違う思い出をつ
くれて今回も最高の旅でした。本当に感謝感謝！！有難うございました。

一般のツアーとは違い、無理のない行程で、
それでも毎回違う思い出がつくれます！

カオハガン島で７０歳を越えるおばあちゃんが一針一針こつ
こつと仕上げた愛着が湧くキルトの作品を三姉妹で購入♪

少し目の不自由な姉が転ばないよう、滑り
にくい床の部屋に変更してもらえました♪

出発日３月６日（４泊５日）
会員歴５年２ヵ月　伊奈さん

出発日３月１８日（６泊７日）
会員歴８年　小谷さん

出発日２月２６日（８泊９日）
会員歴２年９ヵ月　山田さん

出発日３月１８日（６泊７日）
会員歴２年５ヵ月　関さん
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３度目のマクタン・セブ空港に着き、出

迎えてくれていたのは通訳のリサさん。

６年も前だったので彼女は覚えている

かしら？私は懐かしくて、元気に再会で

きて嬉しくなりました。翌日食した生ジ

ュース、マンゴー、バナナの果物などは

相変わらず美味しく、幸せと感じる一時

でした。海ではバナナボートを初体験、

乗り移る時は大変でしたが、メンバー

８人で楽しめました。パラセーリングは

前にも乗ったので余裕でした。３日目にはボホール島へ、ランチクルーズ、チョコレートヒ

ルズと見学して回り、ターシャの森で大きな目を開いているターシャを見れて感動しまし

た。カメラには顔が反対に向かれてしまいベストショットにならず残念でした。夕食は中華

料理の店に案内してもらい、雰囲気も良く楽しめました。最後の日はマンゴー工場で買物を

し、シューマートで買物、お土産をそれぞれ買いました。コーラルポイントリゾートに帰る時

間が遅れてしまいましたが、スタッフの方達が待っていて下さりパーティーをして頂きまし

た。メイドさん達はみんな明るく、食べたり踊ったり一緒に楽しんだ後、部屋に戻り帰りの荷

物を用意しました。もう明日は日本に帰ると思うと少し淋しい気持ちになり、また何年か後

に来たいと思いながら最後の就寝につきました。

メンバー８人でボホール島にも行ってランチク
ルーズ、チョコレートヒルズなど見学しました。

ビーチでバナナボートに乗って、足、腰、手に
は力を入れっぱなし～（汗）。楽しかった♪♪

今年で１２回目となったセブ旅行、今

回は９名での旅となりました。見慣れ

た風景になんだかホッとした気分にな

りました。旅の間、天候にも恵まれ雨に

は一度も遭う事はなく楽しく観光がで

きました。今年はパンダノン島とカオハ

ガン島へ行き、カオハガン島では観光

客の多さにびっくりしました。食事をと

る際のお店も、例年とは少し違った料理を楽しませて貰いました。８日目のお昼のバイキン

グは思った以上に色々な料理があり、安くてとても美味しく頂ました。今年の旅の期間中に

丁度誕生日を迎え、皆さんに祝って頂きました。毎年１回行く度に、セブの大きな発展に驚

かされます。今年もお世話になったスタッフの皆様、本当に感謝しています。楽しい旅をあり

がとうございました。

２度目のセブ

６年ぶり、３度目のセブにやって来ました。スタッ
フの皆様と元気に再会できて嬉しくなりました。

旅の間、天候にも恵まれジン
ベエザメも観察できました！

１２回目のセブ旅行 ６年ぶりのセブ

虹色→暗闇→太陽の光→太陽がいっぱい
セブ島での想い出はまるで虹色でし
た。ビーチでバナナボートに乗って、足、
腰、手には力を入れっぱなし‼楽しかっ
た！ボホール島でチョコレートヒルズの
展望台に登って、昔サンゴが隆起してで
きた丘が１７７６もあるという。地球
は素晴らしいと感動しました。ワールド
ビッグフォーの旅行は通訳さん、ドライ
バーさんがいつでもついて来て下さり、
親切で細かい所にまで気を配って下さ
り安心して楽しむ事が出来ました。コー

ラルポイントリゾートに着くと、若いメイドさんが多勢で迎えて下さり、若いエネルギーを頂
くことができました。食べ物も美味しくて、マンゴーやバナナ等、セブの美味しい物を沢山頂
き満足でした。虹色の想い出に浸っていたのは束の間、帰国した次の日「セブに運転免許証
を置き忘れている」と連絡が入ったのです。私の頭の中は真っ暗闇、しかし突然太陽の光が
差し込めたのです。「安心して下さい、セブから帰国するスタッフがいますので、持ち帰りお
届けします。」との事で、一週間後に無事、私の免許証は返って来ました！！私の失敗を通して
多くの事を学びました。ワールドビッグフォーの会社組織は信頼でき素晴らしいということ。
また日本の事務局で働く方も、セブで働く方々全てが正直で誠実で親切です。皆様に心から
感謝しております。今は太陽がいっぱいの気分です。Ｉ♡ＣＥＢＵ

今年で１２回目となったセブ旅行！
楽しい旅をありがとうございました！

雪の残る長野を後に、８泊９日で２度

目のセブ旅行に出発。１回目にやり残

したこと、行けなかった所に今回はチャ

レンジすることに心弾ませてワクワクド

キドキの９日間はあっという間に過ぎ

てしまった。前回とすごく変わった所

は、どこに行っても人、車の多くなった

こと。まるで日本の高度成長期の頃と同じような凄まじい発展をしていて、見学場所も順番

待ちで待たされることにびっくりでした。南国の花に癒され、マッサージで身体も心もリラッ

クスし、今までの生活をリセットしてまた頑張れそうです。滞在中お世話になったドライバー

さん、通訳さん、メイドさん達には心から感謝しています。そして一緒に旅をして下さった仲

間の皆様、楽しい日々をありがとうございました。

一緒に旅をして下さった仲間の皆様、
楽しい日々をありがとうございました♪

昔サンゴが隆起してできた丘が１７７６
もあるという。地球は素晴らしいと感動しました

南国の花に癒され、マッサージで身体も心もリラックス
し、今までの生活をリセットして、また頑張れそうです！

出発日３月２５日（８泊９日）
会員歴１０年１０ヵ月　白川さん

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴１２年　清水さん

出発日３月２５日（８泊９日）
会員歴１２年　佐藤さん

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　金沢さん
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２回目のセブに出発。成田発の飛行機

は１時間遅れで成田空港を出発。マク

タン・セブ空港へ無事到着。迎えのドラ

イバーさんと通訳さんと一緒にコーラ

ルポイントリゾートに着きました。前回

同様、たくさんのメイドさんのお出迎

え、「マンゴージュース」美味しくて一気

飲みでした。スケジュールの最終打ち

合わせをし、各自の部屋に。朝、鶏の鳴

き声を聞き至福の時に感謝。前回は息

子夫婦と孫で参加。今回は主人と仲良く二人で参加。まだ二人とも仕事をしておりますの

で・・・。「これから先あと何回楽しめるかしらね」と話しました。お互い身体のあちこちが痛く

なったりですが、お陰様でバディアンゴルフリゾートにも１泊でき、ジンベエザメを見に行

ったり、カワサン滝へも足をのばしました。今は滝に打たれる事は出来ないとの事でしたが

美しい自然を楽しみました。パラセーリングやジェットスキー、ニューハーフショー、射撃な

ど楽しい思い出ができました。現地スタッフの温かいサポートで、毎日が大笑いの楽しい旅

でした。私は５月生まれですので、パーティーでは仲間からケーキを用意して頂き、メイドさ

ん、通訳さんも誕生日だったので私から２人にケーキをプレゼントした為、ケーキが３つも

ある、甘～いパーティーになりました。皆さまに感謝です。

私とメイドさん、通訳さんのバースデーケーキ
３つで、甘～いパーティーになりました♪

一番勇気を出したのはパラセーリング
です。とても気持ち良かったです♪

パスポートの話から友人にセブ島の旅
を勧められました。コーラルポイントリ
ゾートに到着すると「お帰りなさーい」
とメイドさんに迎えられ、案内された部
屋は何と豪華な・・・！部屋から見える朝
日の昇る海、夕日の沈む海。海のない県
に住む私は、それだけで胸の躍る毎日
でした。２日目、何年振りかの水着に着
替えてバナナボート、パラセーリングを
楽しみました。バナナボートは風を切
り、波の上を走る楽しみがありました。
またパラセーリングはちょっと不安でし
たが、風圧を受け１５０ｍの高さに飛んだ気分は最高です。眼下にセブ島を見ると、海は輝
いていました。３日目はボホール島に渡り、チョコレートヒルズ、ターシャの森、そして昼食は
ロボック川のクルーズで楽しみました。川風に吹かれ、生バンドの演奏を堪能した１時間で
した。夜は通訳、リサさんの案内でホテルの中華料理も頂き、身も心も幸せいっぱいでした。
４日目はエステ、お買い物と盛り沢山な計画も、リサさんの案内で心おきなく過ごせた癒し
の５日間でした。出発前に手元に届いた懇切丁寧な旅行マニュアルはとても助かりました。
毎日飲んだマンゴージュース、甘いバナナは日本ではとても味わえないものでした。この味
をもう一度味わいたいです。元気なうちに再訪問できたらいいなとおもいつつ・・・。お天気
にも恵まれ素敵な出会いと感動をありがとうございました。

冥土のみやげ

カワサン滝へも足をのばしました。今は滝に打たれる事
は出来ないとの事でしたが美しい自然を楽しみました！

ちょっと不安でしたが、風圧を受け１５０ｍ
の高さに飛んだ気分は最高です。

素敵な出会いと感動をありがとう 甘～い！！セブ旅行

初めてのセブ旅行
思い起こせば１０年前にセブ旅行の素
晴らしい話を聞いて羨ましく思いまし
たが、自分は勇気がなく、流れていた話
がまさか実現できるとは・・・。貯金をし
て旅行に行こうと誘って下さった古川さ
んに感謝します。骨折してしまったり、体
調が思わしくなかったりしましたが、５
月１６日いよいよ出発。夢の実現、総勢
７名の旅行です。同級生３名と一緒に
初めての海外旅行です。成田発セブ行
きPR４３３、１４時２５分、平均年齢
７４.２才凄く元気です。１９時にセブ
に着いて、運転手さん、通訳さんに出迎

えて頂き、これから６日間お世話になります。夕飯をいただき、マンゴーを夜店で買ったり、
そこでは子供達が手を出して寄って来たりして少しビックリしました。２日目はショッピング
を楽しみ、マンゴー工場へマンゴーを買いに行き、お土産の準備は整いました。いよいよの
んびり、ゆっくりのプランです、一番勇気を出したのはパラセーリングです。南国の海、静か
な海、青い海を堪能できとても気持ち良かったです。ボホール島へ行きメガネザルを見る
事もでき、小さな猿でビックリです。楽しみはあっという間に過ぎてしまい、最後のサヨナラ
パーティーも色々趣向をこらして下さり、生バンドに胸を躍らせ、また仲間からは私の７４
才のバースデーケーキをいただき最高の旅行となりました。運転手さん、通訳さん、スタッ
フの皆様ありがとうございます。仲間の皆様お世話になりました。

何年振りかの水着に着替えてバナナ
ボート、パラセーリングを楽しみました。

６人のメイドさん達に迎えられてセブ
旅行の始まり。マンゴージュースの美味
しかった事。旅の疲れをまず取ろうとオ
イルマッサージ。日頃の疲れと腰の痛
みもとれ、セブに来て良かった！！・・・と、
自分達へのご褒美でした。市内観光は
道教寺院、サントニーニョ教会、カルボ
ンマーケットなどセブを感じられるも
のでした。いろいろ見学したけれど、何
と言っても感動は、海の色のきれいさと
メイドさん、通訳さん、運転手さんのき
め細かい対応でした。セブに来たんだ
からと、マリンスポーツに初めて挑戦し
ました。パラセーリングとシーウォークは、冥土の土産になるものでした。きれいな海とまっ
青な空、７人も孫がいる　おじいちゃんとおばあちゃんなのに、何だか遠い昔の青春時代に
戻った様な、何とも言えない感動でした。夫は学生時代ギターをやっていたのでギター工場
の見学にも行きました。マンゴーの木で作ったギターの音色は見事で、買いたいと思いまし
たが、ギターを買える程のお金を持ち合わせていなかったので次回には是非、買えるお金を
用意して来たいと思いました。フィリピン料理がとても美味しく、「どこで食事しますか？」と聞
かれるたびフィリピン料理をお願いし、地元の料理で満足でした。この旅行に出会ったの
は、小林さんのおすすめで、こんな楽しい人生の１ページを頂き感謝です。ワールドビッグ
フォー社員の皆さんにも感謝でいっぱいです。この文章も青い海とまんまるい太陽の元で書
いています。本当に素敵な旅をありがとう。

初挑戦のパラセーリングとシーウォー
クは、冥土の土産になるものでした！

同級生３名と一緒に初めての海外旅
行です。７４才最高の旅行となりました！

お花畑で仲良くパチリ！！遠い昔の青春時代
に戻った様な、何とも言えない感動でした。

出発日４月９日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　八巻さん

出発日５月６日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　渡邉さん

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　清水さん

出発日５月１６日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　中村さん
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８２歳、７８歳、７０歳の従姉妹同士。
一緒に行こうと声かけしたものの渡航
歴も無く、英語もローマ字も苦手な従
姉妹を連れてのセブは不安でいっぱ
い。早めに「旅行マニュアル」を取り寄
せ、３人でマニュアルの読み合わせ。１
ヵ月後には荷物リスト作成及び、成田
空港への下見。渡航前日には２人のト
ランクケースを確認し、不用品を排除。
そんな中での渡航当日は「旅行マニュ
アル」と「トラベルガイド」があったお陰
でスムーズに入国出来ました。また、マ
クタン・セブ空港ではマニュアル通りに
通訳さんがプラカードを掲げ、待って
いてくれたので、あー無事にセブに着

いたぞと安堵。宿泊施設のコーラルポイントリゾートに向かう途中、夜のマクタン市内の信
号や乗合バスなど目に入る光景を矢継ぎ早に通訳さんに質問し、３人とも娘の如く大はし
ゃぎ。コーラルポイントリゾートではメイドさんが優しく出迎えてくださり、更に安堵。翌朝は
雨音で目覚めカーテンを開けるとカラツチの白い花や椰子の木が目に入り、日本ではない
熱帯のセブに感激。出掛ける頃には雨も上がり、泳げない８２歳の従姉妹もシーウォーカ
ーを経験できました。あ～一緒に連れてきて良かったー。その後、船に乗り移り、透明度抜群
の青い海と白い雲が続く海を眺めながら、パンダノン島へ。至れり尽せりの対応に３人とも
セブに魅了された。他にもボホール島や市内観光などセブを満喫。日本語の出来る通訳さ
ん、運転手さん、メイドさんの優しい心遣いのお陰で、老婆３人安心してセブを楽しめまし
た。また、帰り際３０回もセブを訪れ、会員歴１９年の先輩Ｉさんに巡り合い一瞬の出会い
でしたが、ワールドビッグフォーという会社への信頼が更に深まりました。お陰で色 と々体
験できたことに感謝します。ありがとうございました。

通訳さんやメイドさんの優しい心遣いのお陰で
老婆３人、楽しくセブ旅行を楽しめました。感謝！

食事はバイキング、バーベキュー、フィリピン料理等、
どれも美味しく、とにかくジュースが美味しかった！

私にとって初めての海外旅行がセブ島

でした。楽しみも不安もありました。５

月１６日から２１日まで７人で、そのう

ち３人は同級生で行って来ました。翌

日はお買い物、次の日は天気にも恵ま

れ、セブのマリンスポーツを体験しに

出掛けました。パラセーリングはとって

も気持ちよく、空中からの景色には感

動しました！セブ市内へも出掛け、初めて見たアメージングショーは楽しく、貸し切りバンカ

ーボートで訪れたパンダノン島でのバーベキューは美味しかったです。朝食に出たマンゴ

ージュースの美味しさにも感動しました。ブーゲンビリアやランの花、南国ならではの美しさ

でした。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんには本当にお世話になりました。大切な思い

出が出来ました。本当に有り難うございました。

来る度に新鮮！セブの旅

部屋のカーテンを開けると、カラツチの
白い花と椰子の木、そこはセブ♪

初めてのパラセーリングは空中から
綺麗な景色が一望でき感動でした。

初めての海外・セブ旅行 老婆のセブ行き　～不安・安堵・感動～

夢の島・セブ・マクタン島
楽しみにしていたセブ旅行もいよいよ
出発の時です。今回は全員６０歳以上
の高齢者３名での旅です。出発前夜、子
供達に「年寄りが３人そろって海に行っ
て何するの？」と聞かれ「行けば何とか
なるでしょ」と答え、不安と期待が入り混
じりマクタン・セブ空港に到着しました。
通訳さん、ドライバーさんが出迎えてく
ださり、無事にコーラルポイントリゾー
トへ到着しました。メイドさん達が出迎
えて下さり、美味しいジュースを頂きま
した。メイドさんのいる旅は初めてなの
で、どこまでお願いできるのか最初は戸

惑いましたが、笑顔で対応していただいたのでありがたかったです。暗かったのでよく周り
の景色が見えなかったのですが、翌朝起きて外を見ると、オーシャンビューの素晴らしい景
色。何とも言えずただただ感激です。また朝食もメイドさんが全て準備してくれて、フルーツ
好きの私にはもうたまりません！最高の朝食です！２日目は泳げない主人が何日も前から心
配していたマリンスポーツです。最初はバナナボート、これは楽しい！の一言です。次にシー
ウォーク、重い潜水装置を頭からかぶり海の中へ。小さい、いろいろな色の魚がいっぱいで
竜宮城にでもいるような気分です。最後はパラセーリング。空高く舞い上がり鳥になった気
分。若返って楽しむ事ができました。食事はバイキング、バーベキュー、フィリピン料理等、ど
れも美味しく、とにかくジュースが美味しかった。健康であればまた是非、来訪したいと思い
ます。メイドさん、通訳さん、ドライバーさん、素敵な旅をありがとうございました。

お天気にも恵まれて、無人島に行
きバーベキューもして頂きました。

ワールドビッグフォーの会員にしてい
ただいてから早いもので１８年以上と
なりました。今回は４回目のセブ旅行
です。主人は仕事の関係で同行できず、
兄夫婦と３名での４泊５日です。兄夫
婦は初めてのセブでしたので楽しみに
しておりました。現地空港に降りると相
変わらず南国特有の暑さです。通訳さ
ん、ドライバーさんと無事合流し、宿泊
地であるコーラルポイントリゾートに
到着です。今回は景色の良いA棟６階
での４泊です。兄夫婦も素晴らしいと
感激していたので、私も嬉しくなりまし
た。翌日は高齢者３人で海のアクティビティーに挑戦しました。兄は泳げないので来る前か
ら心配していましたが、インストラクターの丁寧な指導もあり、バナナボート、シーウォーカ
ー、パラセーリングを童心にかえり楽しみました。昼食はバーベキューで、おいしくいただき
ました。ただ唯一、楽しみにしていたアイランドホッピングは４名以上とのことで行く事がで
きず残念でした。３日目以降はショッピングで義姉も楽しみにしていました。セブ本島への
移動も渋滞で、どこに行くにも時間がかかるのは相変わらずでしたが、町の暮し向きや、ジプ
ニーなど定員オーバー？らしい乗り物を見て、兄夫婦は車のなかで驚くやら、大笑いするやら
で、渋滞なんてなんのそのでした。そんなこんなで４泊５日のセブ島、３人の珍道中も終わ
りに近づいてきました。コーラルポイントリゾートでのフルーツ盛り沢山の朝食、街に出て食
事の美味しかったこと。日頃のストレスを減らし、体重を増やしての帰国となりました。

日頃のストレスを減らし、体重を
増やしての帰国となりました（笑）

朝食もメイドさんが全て準備してくれて、
フルーツ好きの私にはもうたまりません！

マリンスポーツはインストラクタ－の丁寧
な指導もあり、童心にかえり楽しみました！

出発日５月１９日（４泊５日）
会員歴１８年　原田さん

出発日５月１９日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　福田さん

出発日５月１６日（５泊６日）
会員歴１年　橋本さん

出発日５月１９日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　峰村さん
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朝起きてベランダに出る。ボーッと眺め
る静かに波立つ美しい海。大きなヤシ
の木、朱色・白・黄・紫・濃いピンクなど
かわいい花々、いろいろな種類の鳥の
さえずり。そんな空間で、メイドさんか
らコーヒーをいただく。なんて贅沢な
時間だろう。３度目のセブ旅行。今回は
叔父夫婦と私たち夫婦で４人、平均年
齢６８歳？の楽しく充実した４泊５日
の旅となった。心配していた天気は晴
れ。２日目にやったこと、島でのバーベ
キューではカキ、アワビなどの貝類、そ
して冷えたビールの美味しかったこと。
至福の時。３日目、ジンベエザメウォッ
チングのボートダイビング。シュノーケ

ルをつけて潜ると私のすぐそばを大小のジンベエザメがゆっくり泳いでいく。腹の下には数
匹の魚がくっついて泳ぐ。大きな口を開けてえさを食べる。触らないように、触れないように
注意しているが、ジンベエザメのほうから私に寄ってくるのでドキッ。接触しそうなその瞬
間、身をひるがえし泳いでいく。ワクワクドキドキの夢体験。そして４日目はマクタン基地内
のゴルフ場でゴルフ。できるかなー。私と叔母女性軍２人は？年ぶりのゴルフ挑戦である。
暑かったけど、キャディーさんが４人ついて、丁寧にリードしてくれたので、セブでの初ゴル
フを楽しむことができた。１日にひとつ大きな事をして、残りの時間はプールで泳ぎ、シャワ
ーを浴びて冷えたビールを飲む。昼寝をしたり、本を読んだり、ゆったりした時を過ごす。居
酒屋へ行ったり、そうそう、いつものマンゴー工場やお気に入りのラプラプ公園でお土産を
買うことも忘れなかった。そして今回の最後の晩餐はパーティーではなくバイキングに招待
され、おいしい食事をいただき、これも新鮮。通訳さん、ドライバーさん、今年も本当にお世
話になりました。ありがとうございました。お陰さまで３回目のセブ旅行も無事終了。心の栄
養をたくわえ日本の日常に戻ろう。

島でのバーベキューではカキ、アワビなどの
貝類、そして冷えたビールの美味しかったこと！

悪天候の為、トリックアートやデパートに行きま
したが、大きなスーパーマーケットに驚きました！

早朝４時５０分家を出る。娘と娘の友
達と３人のセブ島旅行で１５年振りの
海外旅行だ。ツアー旅行ではないの
で、不安いっぱいの旅立ちだった。案の
定、マクタン・セブ空港では迎えの通訳
さんが見当たらずウロウロ、でも無事
に会えて途中両替をしてコーラルポイ
ントリゾートへ。さすがセレブの別荘で
門番がいた。かわいいメイドさんが３
人いて、出されたウェルカムドリンクが
凄く美味しかった。毎朝のドリンクが楽
しみ！その後休む暇も無く、滞在中の予
定を相談して、夕食はフィリピン料理、
食後はカジノ見学。コーラルポイントリ
ゾートに戻り一日が終わった。朝、部屋からの海、リビングからの景色はとても素晴らしかっ
た。朝から市内観光やショッピング、驚いたのはドライバーさん！運転の上手さ！凄い！また何
処へ行っても人の多さに驚いた。周りの家並みに比べ車が多く、きれいな日本車ばかり。傷
がついているのや汚れた車がない。夜、娘たちは町のエステに。私は部屋でマッサージ。３・
４日はパラセーリング、シーウォーカー、プライベートビーチから船に乗り、パンダノン島へ。
島ではバーベキューをした。白い砂がとても綺麗で見とれてしまった。ナルスアン島での海
水浴はみんな楽しそうで、魚と一緒に泳いでいた。あっという間の４泊５日。最後の夕食は
バイキング料理で日本、中華、フィリピン、イタリアンといろいろな国の料理が有り美味しく、
みんなお腹いっぱい食べて大満足。帰りの空港まで、時間が余るので、日本ではできない射
撃をリクエストし、体験でき凄く良かった。セブでお世話になった皆様、ワールドビッグフォ
ー社員の皆様、有り難う御座いました。

初めての海外旅行

かわいい花々、いろいろな種類の鳥のさえずり。
そんな空間でコーヒーをいただく贅沢な時間♪

ナルスアン島で海水浴、綺麗な海水に綺麗な魚。沢山の
魚と一緒に泳ぎ、遠い昔に戻り、時間の経つのを忘れた！

１５年ぶりの海外旅行 ３度目のセブ旅行

セブ島旅行記
大雪の中、「果たして電車は動くのか？」
と心配した朝の状況でした。新幹線に
乗る前の電車が前の駅で雪の中を突き
進み、その電車が到着するのを待って
発車するとの駅のアナウンス。幸い３０
分遅れで無事駅に到着。余裕を見て新
幹線のダイヤを組んでいたので、新幹
線に乗れたときは本当に一安心でし
た。それからは順調に成田まで行け、１
０数年ぶりの海外旅行で楽しい旅行で
した。セブの空港に我々を迎えに来てく
れ、日本語がほとんど話せない通訳に
大丈夫？と思える一幕もありましたが、

先ずはフィリピン料理を食べ、一路宿泊施設に向かう。コーラルポイントリゾートのスペシ
ャルビラは５年前に両親が友人と一緒に泊まった所だそうです。大富豪の別荘の第一印象
は広い部屋が３つしかないので、それぞれ一部屋を毎日交代で使うことになり、私の部屋
は２階、寝室が６０畳、一人で泊まるには広すぎる。翌日以降の日程は、台風の為に風と雨
で予定したスケジュールが組めず、前日でないと分からないという。パラセーリングにも乗り
たかったし、メガネ猿も見たかった。でもトリックアートにもデパートにも行ったし、セブでこ
んなに大きなスーパーマーケットがあるなんてと驚いた。コーラルポイントリゾートまでの
道は途中狭く、でこぼこのトタンを囲んで屋根を置いた家々の前を通り抜けたものだから驚
いた。コーラルポイントリゾートにはピストルを持ったガードマンが警備をしているし、街中
には機関銃をもってビルの警備をしているのを見ると、「日本は本当に平和だな」と、思えた
セブ旅行でした。今度は、メガネ猿を見にまた行きたい。

メイドさんが作ってくれたウエルカムドリンク、マンゴ
ーとバナナの濃厚ジュースも凄く美味しかった♪

人生初の海外旅行。両親に誘われ、３
人で行きました。英語も得意ではない
し、現地空港での異国の雰囲気に緊張
していましたが、通訳さんが笑顔で迎え
てくれて不安はすぐに無くなりました。
日本語で一生懸命説明してくれる姿が
可愛くとても印象に残っています。コー
ラルポイントリゾート到着時も、これま
た可愛いメイドさん達のお出迎え。マ
ンゴージュースが準備されており、セブ
に来たのだと改めて実感！お部屋もと
ても広くて豪華で、非日常そのものでし
た。マリンスポーツではパラセーリングにシーウォーク、バナナボート等を体験。途中、揺れ
に酔ったりハードな時もありましたが、両親と一緒に楽しむ事ができたのはとても大切な思
い出になりました。また、旅行中お世話になった通訳さん、ドライバーさんへは感謝の気持
ちで一杯です。マッサージや買物、食べたいものや観光、私達が希望することを沢山叶えて
下さり、旅行での満足度を何倍にもしてもらった気がします。特に印象深いのが、あのドリア
ンを食べたことです！（テレビでしか見た事がなかった！）素人の個人旅行では経験できない
充実した時間を、両親と過ごす事ができたのは、ワールドビッグフォーのお陰だと思いまし
た。有難うございました。そして、誘ってくれた両親へも感謝！いつかまた行きたいね！

個人の旅行では経験できない充実した時間を
両親と過ごす事ができたのは大切な思い出です。

１０数年ぶりの海外旅行で楽しい旅行でし
た！ 今度は、メガネ猿を見にまた行きたい！ 

人生初の海外旅行。誘ってくれた
両親に感謝！いつかまた行きたいね！

出発日６月６日（４泊５日）
会員歴９年６ヵ月　新井さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　難波さん

出発日６月２日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　関根さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　板倉さん
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総勢１４名で５回目のセブ！美魔女軍

団と共に７泊８日の楽しいセブ旅行

で、とにかく笑いの絶えない旅行でし

た。初めての会員さんも多い中、物価の

安さ、食事のおいしさ、豪華なコーラル

ポイントリゾートのお部屋、通訳さん、

メイドさん達の親切な対応にみんなび

っくり！私も毎回本当に感動を覚えます。心身共に皆さんがゆっくり楽しんでくれた事が本当

に嬉しかったです。会員になってもうすぐ１４年たちますが、ワールドビッグフォーに出逢え

て人生観も変わり、沢山の会員さんと出逢いこうやって度々セブに旅行できる事は私の喜

びです。いつも現地で私達を快く迎てくれる現地スタッフに心から感謝・感謝です。本当に

ありがとうございました。

美魔女軍団と共に７泊８日の楽しいセブ
旅行♪とにかく笑いの絶えない旅行でした！

パンダノン島は青い海、白い砂浜綺麗でした！ 可愛
い男の子と一緒に泳いで遊んで、鬼ごっこしました♪

雪の為に電車が遅れ、妹家族と合流で

きず一時セブ行きを断念しなければな

らないと思いました。でもセブ空港に

無事到着。二日目は砂浜でバーベキュ

ー後、ラプラプ公園へ。でも雨がぱらつ

き始め、近くのスーパーで珍しい果物

を買い外食へ。果物は明日の朝食後の

デザートです。三日目は台風の為、アー

トミュージアムで写真を撮りまくり。楽しみにしていたマッサージへ行く。四日目は風があり、

計画通りには行えずデパートで買い物や歴史博物館を巡りました。総じて買い物＆グルメツ

アーの感じでした。雨風の中でも南国のゆったり感を味わえる事ができ最高でした！真冬の

「寒い雪国から、暑い南国へ」ほんの数時間の違いでこんなにも暖かい事が不思議で、何度

も言いたくなるほどに楽しく、大変幸せでした。次回は、私も家族と一緒に訪れたいと思って

います。お世話下さった皆様に感謝です。

初めてのセブ島（女二人旅）

沢山の会員さんと出逢いこうやって度々
セブに旅行できる事は私の喜びです！

真冬の「寒い雪国から、暑い南国へ」ほんの数
時間の違いでこんなにも暖かい事が不思議♪

セブにて やっぱりセブは最高！

５年振り、４回目のセブ
「セブに行かない？」と村山さんに誘っ
て頂き、もう嬉しくて、５年振りのセブ島
です！今までにももう２回もご一緒させ
て貰い、今回で３回目です。いつも皆さ
んの事を目配り、気配りし大変だった事
でしょう。ありがとうございました。総勢
１４名でした。ハプニングも少々ありま
したが、お陰様でとっても楽しい７泊で
した。マクタン・セブ空港に着いてびっ
くり、ものすごい人、人、人！観光客が多
く手続きを終えてやっと迎えの車と合流
できひと安心。いつものおいしい夕食
を済ませてコーラルポイントリゾートに

着き、遅かったのに可愛いメイドさん達が温かく迎えて下さり、セブに着いたと実感しまし
た。先ずは全員でA棟４階に集まり、マンゴージュースで乾杯～♪ゆっくりと寛ぎました。次
の日の朝はまたゆっくり昼過ぎから市内観光に出掛け、買い物をして昼ご飯を食べ、疲れは
今日のうちに取る！とマッサージ。毎日毎日食べ歩き、買い物、マッサージ三昧！ニューハーフ
ショーは皆綺麗でうっとり、楽しくて大笑いです。カジノでは５００ペソを使って２０００ペ
ソの大儲け！運転手のベルナルドさん、通訳のミッシェルさんとの移動中の車内ではいつも
楽しく大きな笑い声が絶えない時間でした。パンダノン島は青い海、白い砂浜が綺麗で、そ
こではBBQを作って頂いている間、同行していた可愛い男の子と一緒に泳いで遊んで、鬼ご
っこ♪海の水はしょっぱいね！と大笑い。BBQ美味しかったです。ありがとうございました。

アートミュージアムで写真を撮りまくり！ 雨風の中
でも南国のゆったり感を味わえる事ができました！

私達は、セブ島に１４時過ぎに着いた
ので、滞在中に使うお金を換金後、一旦
コーラルポイントリゾートに荷物を置
いてから、旅程を考える事となりまし
た。案内されたＡ棟４階の部屋に着い
てびっくりしました。なんとワンフロア
ーが私達だけという事なので、私は５
６畳の寝室、友人は３０畳の寝室にと
言うことになったのですが、広すぎて寝
るまでは殆んど私の部屋でおしゃべり
をしていました。初めてのセブ島なの
で、行く前はネットや旅行本で色々見
て、久し振りにダイビング・シュノーケリ
ングなどのマリンスポーツをしようと思
っていましたが、出発２日前に右ヒザ
の靭帯を痛めてしまい、テーピングなしには歩けない状態だったので、のんびり行動をする
ことにしました。コーラルポイントリゾートでは、毎日メイドさんに朝食を作ってもらい、その
後２時間ぐらいプールでのんびり（独占状態）でした。午後は通訳さんとドライバーさんにシ
ョッピングに連れて行って貰いました。２日目はマクタン島のショッピングセンター、３日目
はセブ島のシューマート(モール)で昼食。フードコートで現地のランチセットを食べました。
４日目はカジノ見学に行く事にし、その前にマクドナルドに立ち寄ってびっくり。フライドチ
キンの組み合わせに白米がありました！私達は白米ではなく、ハンバーガーにして食べ、そ
の後カジノに行ったのですが、人が少なくガラーンとしていたので、通訳さんにお願いして
ネイルをしに行く事になりました。お店の人が一生懸命きれいにしてくれました。夕食は毎
回私達の希望のお店に連れて行って下さり楽しく美味しく食べることが出来、感謝しており
ます。

通訳さんにお願いして体験したネイルでは、
お店の人が一生懸命きれいにしてくれました！

５年振りのセブ島！毎日買い物やマッサージ
三昧で、お陰様でとっても楽しい７泊でした！

毎日メイドさんに朝食を作ってもらい、その後２
時間ぐらいプールでのんびり（独占状態）でした！

出発日２月２４日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　長添さん

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴１３年８ヵ月　村山さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴３年９ヵ月　熊谷さん

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴８年１１ヵ月　小山さん
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雪深い魚沼の地を脱出するが如く、一
路常夏の楽園セブ島へと向かいまし
た。マクタン・セブ国際空港に到着する
と、ドライバーのアーネルさんと通訳の
リゼルさんが出迎えてくれました。コー
ラルポイントリゾートでは、多くの顔見
知りのメイドさん達が「お帰りなさい！」
と出迎えてくれましたが、ここで私がサ
プライズを仕掛けました。風邪をひき
そうな頭に女性用のウィッグをセットし
て登場すると、最初は怪訝そうな顔をし
ていたメイドさん達もウィッグを外すと
大爆笑でした。このためだけにウィッグ

を持参したのですが、ドッキリ大成功でした。毎日、朝食前に海水プールでのスイミングとガ
ーデンのウォーキングが日課でしたが、一週間貸切状態でした。かわいいメイドのジュビリ
ンさんとそれなりにかわいいクリフトジーンさんの料理する朝食は最高！二日目の夜は、私
が主催してウェルカムパーティーを夜の６時からＡ棟Ｂ１を会場にして開きました。私が
持参した魚沼産コシヒカリ３キロとメイドさん達と近くのスーパーで購入した食料品、果
物、飲料etc…がご馳走です。みなさんからライスが美味しいと言っていただいて、老体にム
チ打って持参したかいがありました。ワールドビッグフォー所有の施設は超豪華でリッチな
気分でステイする事が出来ました。何にも増してスタッフのみなさんの心優しいおもてなし
に感謝感謝の一週間がアッという間に過ぎました。最高の旅をプレゼントして頂いたワー
ルドビッグフォーのスタッフの皆様に感謝申し上げます。

「ミラクルアート」で不思議な世界を体験！

アメージングショー、スペイン料理、海鮮料理、マルコ
ポーロホテルでのバイキング等、存分に楽しめました！

一度は行ってみたいとずっと思ってい
たセブ島。ようやく夢が実現しました。
７泊８日、総勢１４名、妹夫婦も一緒
です。成田空港より４時間、セブ島に到
着。寒い日本から真夏のセブ。温度差に
びっくりしました。ワールドビッグフォー
のスタッフ、ドライバーさん、通訳さん
に出迎えて頂き、滞在するコーラルポ
イントリゾートに着きました。大勢のメ
イドさんが夜遅い時間なのに、やさしく
笑顔で迎えて頂きホッとしました。お部
屋の広さ、豪華さに驚きました。Ａ棟６
階のベランダより見る海はとてもすてきで感動し、心が癒されました。２日目、マンゴー工場
で買い物、ショッピング、フィリピン料理店で食事、そしてマッサージを受けに皆で行き疲れ
も取れました。３日目もショッピングをして美味しいラーメンを食べました。４日目、カジノに
立ち寄り、またショッピングとイタリアンを頂き大満足でした。前半はあまり天気に恵まれず、
５日目ようやく快晴になりパラセーリングに挑戦、ドキドキ、ワクワク初めての体験です。高
いところから眺める青い海は最高でした。６日目、船で無人島に渡りバーベキューと海水浴
を楽しみました。エメラルドグリーンの海は本当に美しい、最終日前夜はサヨナラパーティー
で和洋のバイキング♪ワインを頂きながら楽しい最後の夜を皆さんと一緒に過ごしました。
ドライバーさん、通訳さん、メイドさん、親切にして頂きありがとうございました。また旅にご
一緒して下さった皆さん、大変お世話になりました。皆さんに感謝、感謝です。またいつの日
か、セブ島に行きたいです。

初めてのセブ

Ａ棟Ｂ１を会場にして、メイドさん達とウェルカムパーティー！

快晴になり、パラセーリングに挑戦、ドキドキ、ワクワク初
めての体験です。高いところから眺める青い海は最高♪

楽しかった初めてのセブ旅行 ３度目のセブ島観光旅行

３度目のセブは妻＋妻の友達２人と！！
昨年は体調がイマイチにつきセブ旅行
はお休みとなってしまいましたが、今年
は妻と妻のお友達２人と一緒に３度目
のセブとなりました。私達２人は新潟か
ら、お友達はそれぞれ千葉と大阪から
で、成田空港で合流し、いざ常夏のセブ
へ。マクタン・セブ空港で通訳さんに迎
えて頂き、コーラルポイントリゾートに
無事到着しました。一昨年お世話を頂
いたスタッフの皆さんの温かいお出迎
えを頂き、何か家に帰ってきたような気
分でした。エメラルドグリーンの海原を
眼下に、本当に落ち着いてゆったりとし
たリゾートライフを楽しむ事ができまし
た。滞在中はずっと晴天で、泳いだり読

書をしたりのほか、島巡り、マッサージ、アメージングショー、スペイン料理、海鮮料理、マル
コポーロホテルでのバイキング等、美味しい食事も存分に楽しめました。妻のお友達２人
はセブが初めてでしたが、何を食べても美味しい美味しいと喜んでくれて、リゾートを満喫し
てくれたようで本当に良かったです。ちょっと残念だったのは通訳のクオリティーが段々下
がってきているような感じがします。もう少しプロ意識をと思います。否応無しに人生のカウ
ントダウンに入っている私達２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
地です。

念願のセブ島！滞在中はショッピング、フィリピン
料理店で食事、そしてマッサージを堪能しました！

早めに成田へ場所確認。出発時間の変
更で空港内を見学、お詫びに貰ったク
ーポンで昼食を。１８時５分前に乗る
飛行機がまだ到着していないとアナウ
ンスが入り、結果１９時２０分に飛び
立ちました。会社と遠藤理事さんから
連絡を頂いていたので、夜遅くの到着
でも心配なかったです。コーラルポイ
ントリゾートへは真夜中に到着し、マン
ゴージュースを頂き部屋へ。メイドの皆
さんに感謝です。朝目覚めてテラスか
ら眺める海までの絶景に心奪われ、私
は優雅な生活を送る。まるで映画の中のヒロインの様で幸せ気分。パラセーリングは夫と体
験し、楽しかったです。離島ではキレイな海へ入り、バーベキューも美味しかった。帰りの船
では、日本では絶対することのない夫とツーショットのポーズで～す(笑)。ショッピングに観
光、マッサージと思い出たくさん。中華料理も美味しかった。マルコポーロホテルでは通訳
のミッシェルさん、リゼルさんと一緒に記念写真をみんなでパチパチ。そしてバイキングもお
腹いっぱいご馳走になり最後はコーヒーありがとうございました。食後はニューハーフショ
ーを見たり、最後まで思い出に残るセブの旅でした。スタッフのみなさんのお陰で朝食に洗
濯、通訳に運転と至れり尽くせりで本当にありがとうございました。感謝しかありません。

マルコポーロホテルでは通訳のミッシェルさん、
リゼルさんと一緒に記念写真をみんなでパチパチ♪

一昨年お世話を頂いたスタッフの皆さんの温かいお
出迎えを頂き、何か家に帰ってきたような気分でした！

バンカーボートのデッキでは、日本では絶対する
ことのない夫とツーショットのポーズで～す(笑)

出発日３月１３日（４泊５日）
会員歴５年　加藤さん

出発日３月２１日（７泊８日）
会員歴２年　長谷川さん

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴４年１１ヵ月　清水さん

出発日４月１３日（４泊５日）
会員歴４年　安達さん

ワールドビッグフォースタッフより
「通訳のクオリティーが下がっていると会社でも理解しております。新人通訳に毎日、日本
語の勉強もさせていますが、なかなか難しいところです。申し訳ありません。新人通訳が、
良く解らない時は、直ぐにリカ(通訳主任)へ電話連絡をさせ、用件を確認させて頂くバック
アップ体制を取っております。ご理解の程宜しくお願い致します。」
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２度目のセブ島旅行。マクタン・セブ空

港からコーラルポイントリゾートに向

かう道で、私達の車の側を人々でびっ

しりのバスやカゴ付きオートバイにお

客さんらしき人を乗せて走っていたり、

１度目の時はおどろいたのですが、そ

んな２度目のセブに来たんだなぁと思

いました。豪華な部屋に懐かしいメイ

ドさん達には安心感がありました。２日

目はマリンスポーツと勇ましくも、シー

ウォーカーではおっかなビックリ。少しすると慣れてきて、かわいい魚達の舞いを見たり、カ

メラにポーズをしたり余裕でした。バナナボートでは刺激が強すぎて、足がガクガクで陸に

あがりました。この夜はニューハーフショーで盛り上がり、カジノへも出かけました。買い物

三昧と無人島でのバーベキュー、青い碧い海、白い白い砂浜。まるで絵の中に入り込んだみ

たいでした。のんびりとした時間が過ぎて、夜は歓迎パーティーをして下さり、沢山の料理や

メイドさん達のキレッキレのダンスを堪能しました。本当に楽しい日々を過ごす事が出来ま

した。ワールドビッグフォーのお陰で貴重な体験がまた増え感謝です。ありがとうございま

した。一緒に時を過ごした仲間の方々ありがとう～！一緒に来るはずだった友の体調が早く

回復する事を祈っています。

シーウォーカーではおっかなビックリ！
少しすると慣れてきて余裕でした♪

毎回思いますが、ワールドビッグフォーの心配りの
すばらしいこと、かゆい所に手が届く以上です♪

治安・言葉・食事・移動等の心配が無い
かと言えば、本当は不安だらけでした。
マクタン・セブ国際空港に降り立った私
達４名、空港にワールドビッグフォーの
Ｔシャツを着た通訳のノバさんのお出
迎えで、ホッと一息。コーラルポイントリ
ゾートに案内され、マネージャーやメイ
ドさんに笑顔で迎えられ、マンゴージュ
ースに感動し、その後の予定を通訳さ
んと打ち合わせた後は、ワインで乾杯
し、セブ島の夜を楽しみました。朝食も
毎朝メイドさんの手作りを海の見える
部屋で頂きました。無人島の白い浜辺が眩しいパンダノン島、エメラルドグリーン鮮やかな
海の色に感動し、シュノーケルを付けて海の中へ。昼はバーベキューをご馳走になりました。
この日は安達さんご夫婦の結婚記念日と、私達女性の生まれが（牡羊座）同じなのでダブル
祝をする事ができました。ボホール島の世界最小のメガネ猿のターシャに心癒され、チョコ
レートヒルズの新緑の雄大さに圧倒され、帰路の夕焼けには声が出ない程の感動をもらい
ました。食事も全て絶品で満足でした。時間に追われる生活から離れ、ゆったり気分を満喫
し、いつも笑顔の絶えない旅をする事が出来ました。ワールドビッグフォーを紹介して下さっ
た安達さんに感謝です。今回は４泊５日の旅でした。ドライバーさん、通訳さん、マネージャ
ーさん、メイドさん、皆様に大変お世話になり有難うございました。また行きたいです。

セブ島の月

ワールドビッグフォーのお陰で貴重な体験がまた増えました！

時間に追われる生活から離れ、
ゆったり気分を満喫しました！

初めてのセブでお祝い 二度目のセブ島

２度目のセブ満喫！！
昨年２月に来て以来、２度目のセブ。昨
年の感動が忘れられず、今年は８人組
で旅立ちました。今回は昨年出来なか
った事に挑戦したくて連日遊びまくりま
した。先ずは射撃体験から一発打つご
とにドキドキワクワクドクドク！でも楽し
かった。次はマリンスポーツ、バナナボ
ートで大興奮。５メートル潜ってのシー
ウォーク。海に入る時は生きて皆に会う
ことはないと思う程耳が痛くて痛くて、
でも二度と潜ることはないと覚悟した
ら慣れてきて、挑戦して本当に良かっ
た。餌のケースを振ると小魚が群がって

くる。次はパラセーリング。“百聞は一見に如かず”恐れる事など無く、南国セブの風に乗って
の遊覧は心身共に和まされて、ずっとエンドレスに乗っていたかった。翌日は往復６時間掛
けてジンベエザメに逢いに行った。あの巨体なのにても繊細でデリケートなことにびっく
り、手の届く所で泳いでいるが触ってはいけないとのこと。今回の第一目的は「ジンベエザメ
と一緒に泳ごう」とはりきってきたのに残念でした。夜は合流したグループとの大宴会。食べ
るものがすべて美味しく身に付きました。次の日は無人島にてのんびりゆったりと海遊び、
海風にあおられての１日、命の洗濯ができました。毎回思いますが、ワールドビッグフォー
の心配りのすばらしいこと、かゆい所に手が届くという言葉以上です。通訳さん、ドライバー
さんの片言でやさしい笑顔。メイドさん達の対応に癒されました。ありがとうございました。
また来年友達たくさん誘って行きたい。その時までご機嫌よう！！

無人島の白い浜辺が眩しいパンダノン島、
エメラルドグリーン鮮やかな海の色に感動♪

今回で２度目のセブ島。シーウォーカ

ーから始まり、パラセーリング。これは

私の念願だった。だけどバナナボート

に酔ってしまいパス。昼食抜きでベンチ

でゴロネ。次の日は一人でお留守番。

昨日のバナナボートの一件で頭の中が

まだフラフラしている。そのお陰で一日

中テレビを見たり、海を見たりで心行く

まで静養ができました。お昼はメイドさ

んにそうめんを作って貰いました。次の

日は買い物とジンベエザメ組、私達は

射撃組。昼には日本食でお寿司やおにぎり。おにぎりは美味しかった。重たいピストルを持

って、力を使い果たしてしまいました。買い物に行き、夜は町が見渡せる展望山７００メート

ル超級の山で、とっても寒くてびっくり。もう一つびっくりしたのは、半月のお月様が下を向い

ていました。コーラルポイントリゾートへ帰ってから見た月は、友達が見たそうですが、上に

向いていたと言っていた。東京へ着いたあくる日に、ワールドビッグフォーの会社に寄らせて

頂きました。応接間で話を聞いていると急に扉が開き、まあびっくり！会長さんが来て下さい

ました。皆に一人ずつ握手をして頂き、写真も撮って頂いて、感動の時間を過ごしました。こ

のお話しを会員さんにしたら、一番のお土産話になる事でしょう。

私達は射撃組！ 重たいピストルを持って、
力を使い果たしてしまいました(笑)

「ジンベエザメと一緒に泳ごう！」とはりきって、
往復６時間掛けてジンベエザメに逢いに行った！

初体験のパラセーリング！これは私の念願だった～♪

出発日４月１７日（８泊９日）
会員歴２年　浜田さん

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　鈴川さん

出発日４月１３日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　植木さん

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　田中さん


