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会    報
平成31年4月号

ごあいさつ

心までも満たされる南国の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ！

日本から僅か４時間、時差１時間で渡航できるセブ島は、１年を通して温暖な気候に

包まれる大自然豊富な島。海外旅行が初めての方は勿論、老若男女を問わずご満喫頂けます

環境は、皆様の人生観をも変える素敵な未来、心豊かなセカンドライフへと誘うことでしょう。

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！元気を育む大自然の恩恵は皆様の健康長寿にも

繫がる笑顔に満たされた感動感激のひとときをお届け致します。南国の環境に持て成された

素晴らしい体験体感の数々、心温まる至福のひとときを思う存分にお楽しみ下さい。

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。

ナメカタ エイジ
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 〒113-0034 東京都文京区湯島３－17－１ 湯島大同ビル3階・4階 
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いつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！日本からわずか４時間半で行けるアクセスの良
さと、何よりも美しいビーチと珊瑚礁に囲まれたフィリピン・セブ島。成田・名古屋・関西の空港から直行便
もあり、手軽に行けるビーチリゾートとしてはもちろん、語学留学先として益々人気が高まっています。こ
の時期、眩しい太陽が照りつける３月～５月の真夏のセブ島で思い出に残る大切なひと時をお過ご
し下さい。ご予約は３６０日前より可能です。搭乗予約・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。尚、ゴールデンウィーク期間中の４月３０日（火）・５月１日（水）・５月２日（木）
は、通常通り営業しております。　　                                                                  編集担当　齊藤充彦

人生観も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３１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）

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 ５：２ ５
１ ５：３０

＜編集後記＞
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　１月９日、真冬の早朝に東京を発
ち、セブを満喫してきました。空港に到
着すると私と友人の名前を書いた紙を
持ち、ミッシェルさんがキュートな笑顔
で出迎えてくれ、フランシスさんの運転
する車で一路コーラルポイントリゾー
トへ。今回は初めてのセブなので、思
いっ切り暢んびりダラダラしようと思
い、アクティブな計画は全く立てて行き
ませんでした。でも働き者のミッシェル
さんは私たちを案内しようと、「〇〇に
行かない？□□しない？」と一生懸命に

提案してくれます！朝起きると抜ける様な青い空と海を眺められるルーフバルコニーに美し
い朝食ができています。散歩に行くと言えば、メイド長のアイリーンさんとテンテンさん、
ロースさんが必ず案内し、「此処で撮ろう♪彼処もイイネ！」と上手にたくさん写真を撮って
くれました。２日目はスーパーで食材を買って、料理上手なアイリーンさんに夕ご飯を作っ
てもらいました。金目鯛に似たラプラプと言う白身魚を素揚げして、野菜と甘酸っぱいソー
スで味付けしたものと、豚肉や野菜を炒めて味付けしたもの。とっても美味しかったです！食
材やソース、素揚げ用のオイル、ビール、おつまみ等たくさん買ったのに８３０ペソくらい
でした。もてなして下さった現地スタッフの皆様、そして施設をつくり運営して下さる行方会
長はじめ日本法人の皆様に感謝致します。ありがとうございます。また、たくさん友達を誘っ
て行きたいです。次回はパラセーリング等、マリンスポーツも絶対楽しみます！

散歩に行くと言えばメイド長のアイリーンさんとテ
ンテンさん、ロースさんが必ず案内してくれました！

コーラルポイントリゾートに戻って、夕食
まで待望のマッサージ。至福の一時！

　ひょんなことから今回のセブ行きが

始まりました。地区の会合で居合わせ

た方（今回の世話人となってくださった

方）と雑談しているうちに話題の中心が

“海”に、そして巡り巡って４泊５日の旅

につながりました。「前々から海が見た

いと言っていた夫への『プレゼント』が

実現しました」。何度も訪ねている世話

人のSさんのもと、５人の旅がスター

ト。空港でのお迎え、たどり着いた施設

コーラルポイントリゾートでの歓迎ぶり

にまず驚きました。今までに味わったことのない接待ぶりに、日常生活とは異なる日々が始

まると直感し、そしてその通りの期間でした。献身的に何から何まで尽くしてくださった関係

者の皆さん、ありがとうございました。「ターシャ（メガネザル）のいるボホール島に行きた

い！あとはお勧めの所へ．．．．．．」ということを世話人のSさんにお願いしました。天候の関係

で先ずはパンダノン島へ。水際で寄せる波との戯れや貝の収集、すっかり幼な心に戻ってい

ました。また、そよ風のもとでのバーベキューも格別でした。念願の「ターシャ」に会えまし

た。それも私とアイコンタクトができたような数秒間。ありがとう！その他、いろいろ体験でき

ました。島巡りと施設で過ごした時間は、新しい感覚を生み出し、今後の日々に何かをもたら

してくれると確信しています。

妹よ、ありがとう

思いっ切り暢んびりダラダラしようと思い、
アクティブな計画は全く立ててきませんでした！

ボホール島では、念願の「ターシャ」に会えました。それ
も私とアイコンタクトができたような数秒間。ありがとう！

新鮮な感覚 セブで暢んびりライフ

友人とセブ旅行
　朝の便で成田出発、午後にはマクタ

ン・セブ空港に到着。笑顔の通訳さんに

会えホッと安心。コーラルポイントリ

ゾートで荷ほどき。メイドさん、ゴージャ

スな部屋にびっくり。マンゴージュース

のおもてなし、おいしーい！。予定は決

めずのんびりする事に。翌日、７Ｄのマ

ンゴー工場にお土産を買いに。夕食の

食材を求め街の大きなスーパーでお買

物。帰ったら待望のマッサージで至福

の一時。今夜のご馳走ラプラプ（魚）の

丸揚げ、良い匂いがしています。大皿からはみ出しすごい‼美味しく全部いただき満腹、大

満足でした。翌日は晴れ、他の部屋を案内してもらったり、散歩を楽しみ、波の音を聞き風に

吹かれ、何も考えない時間が贅沢で幸せでした。『テンプル・オブ・レイア』にも行き、ゴール

ドの装飾が印象的でした。３日目、早朝４時、サンドイッチを作ってもらい、ジンベエザメに

会いに３時間のドライブ。朝日と一緒に到着。早朝よりたくさんの人出です！ワクワクしなが

ら海上へ。舟から２ｍ位の所でジンベエザメがエサを食べ、プファ～と大きな口をあけると

子供も大人も大歓声、みごとです！滞在中、早朝より夜迄ずっとサポートしていただいたお

陰で、ゆっくり楽しい旅ができ、スタッフの皆さんに感謝しています。ありがとうございまし

た。暖かいセブ島へまた行きたいです。行きますネ。

「前々から海が見たいと言っていた夫への『プレゼント』が実現！」
この体験は、今後の日々に何かをもたらしてくれると確信しています！

　妹から突然の電話がありました。「パ

スポートの残り期間はどのくらい？、も

しなかったらすぐ手続きしてね！」という

内容でした。段々その裏付けの説明が

ありましたが、すぐには理解できませ

ん。でも「妹夫婦が誘ってくれたのだか

ら」と半理解のまま、早速手配行動を開

始しました。それから１ヵ月半後、セブ

はマクタン島にたどり着くことができ、

ここから４泊５日の心地よい時間が展

開されました。パンダノン島では、年甲

斐もなく中学生以来の水着姿に。どっぷり海水につかったところ、そこには熱帯魚、珊瑚礁が

迎えてくれていました。またボホール島ではターシャとご対面もできました。これらを通して

自然界を別の角度から見る機会に恵まれました。また一行５人にとっては、広すぎるくらい

のコーラルポイントリゾートA棟６階、各部屋は贅沢そのもので、それは今まで泊まった旅

館やホテルでは体験したことのない空間でした。さらに、そこでいろいろ世話をしてくださっ

たメイドさん通訳さんドライバーさん皆さんは、私たちを心から歓迎しての対応で、決して

形の上のものではないことが、よく伝わってきました。今でも感謝の気持ちが湧いています。

「妹の突然の電話から始まった今回の『夢のような旅』」、機会があればまた訪ねてみたい、こ

れが現在の心境です。

４泊５日の心地よい時間が始まりました！ パンダノン島では熱
帯魚と戯れ、ボホール島ではターシャとご対面もできました♪

夕食のラプラプ丸揚げ、大皿からはみ出しすご
い。美味しく全部いただき満腹、大満足でした！

スタッフの私たちを心から歓迎しての対応で、決して形の上のもので
はない『夢のような旅』に、今でも感謝の気持ちが湧いています！

出発日１２月２０日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　清水さん

出発日１月９日（４泊５日）
会員歴７年８ヵ月　八森さん

出発日１２月２０日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　小林さん

出発日１月９日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　野田さん
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　関空から初めてのセブ島への旅。胸

ワクワク・ドキドキで出発しました。コー

ラルポイントリゾートのＡ棟４階から

の景色。広い敷地に沢山の南国の植

物、花々、おだやかな海、風の香りすべ

てが心地良く感じました。早速、水平線

の雲がオレンジ色に染められて南国の

日の出。ウァ～！きれい！うっとり癒され

た時間でした。マリンスポーツはパラ

セーリングとバナナボートを体験。これまた気持ちいい！丁度よい高さで空中散歩を満喫。

シーウォーカーは次にと楽しみにとっておきました。車、バイク、人の多いのにビックリ！その

中を上手に運転されるドライバーさん、すごい！いつも観光や買い物が終るころには目の前

に車を準備して頂き、至れり尽くせりでサポートして頂きました。いっぱい、いっぱい笑った！

毎日が「花まる」。お世話頂いたメイドさん、ドライバーさん、通訳さん、いっぱい、いっぱい

ありがとうございました。ワールドビッグフォーの皆様にお会いできましたこと心から感謝

しています。「次回は今回これなかった友達と絶対一緒に来たい！」と強く思っています。

いつも観光や買い物が終るころには目の前に車を準
備して頂き、至れり尽くせりでサポートして頂きました！

ボホール島では、間近に原住民を見て、まだ
こういう人たちがいるということに驚きました！

　昨年７月に続き、１月のお正月明け
に、総勢６名でコーラルポイントリゾー
トへ！今夏はワールドビッグフォーの友
達の輪のおかげで、仲良くなった渡辺
さんからのお誘いです。お誘いに感謝
感謝です！小林さんと３人で「わいが
や」スペシャルビラに泊まり、冨田統括
と途中から合流した富田夫妻（とみた
さんがなんと！３人な上、奥様は私と同
じ名前！縁がありますね♪）A
棟６階のお部屋で海を眺めながらの
朝食。気持ちいい！明るいスタッフの皆
さんの笑顔と心遣いに癒され、青い青い海と空、安くて美味しいご飯やショッピング、アクテ
ィビティにはしゃぎまくり、今回も大大満足の旅となりました。滞在中ニコニコ願いを快く叶
えてくれた通訳のダイアナさん、ドライバーのアーネルさん、アイリーンさんはじめ、可愛い
メイドさんたち、そして同道して下さった大切な友人たち、今回も専属カメラマンのように活
躍下さった冨田統括、帰国後も早速お世話になった村松理事（アップしたフェイスブックに
もメッセージ有難うございました！）、ワールドビッグフォーに巡り合わせてくれた谷津田さ
ん、入会のキッカケとなり、初めてのセブ旅行４日前に亡くなった母に、感謝の気持ちで一
杯です。嬉しかったのは帰国後、小林さんがＡ代理店に一気に昇格したこと！引き続き大切
な友人達に伝え続けていこうと思います。次回は夏かな！！！

初めてのセブ島・リベンジを誓う

いっぱい、いっぱい笑った思い出のセブの旅でした！ 次回は今
回これなかった友達と絶対一緒に来たい！と強く思っています！

引き続き大切な友人達に伝え続けて
いこうと思います。次回は夏かな！！！

またすぐに行きたい！セブ☆セレブ旅行④ 思い出たくさん、セブの旅

See you again セブ島
　１２月５日から４泊５日の初めての
セブ旅行。１０人の若いメイドさんに
迎えられ、マンゴージュースを出してい
ただき、なんと美味しかったこと．．．．．．
感激です。豪華な部屋と景色を見なが
らのバルコニーでの一服もおいしかっ
たです。水回りは日本との違いを感じま
したが、建物、調度品等が非日常を味わ
え異国にいる感がありました。翌日から
は市内観光めぐりでマンゴー工場、道
教寺院、ラプラプ公園、指圧マッサージ
にショッピング。夜はニューハーフの方
によるアメージングショー。夕食はスペ

イン料理と楽しい一日を過ごさせて頂きました。言葉は通じなくても片言の英語と身振り手
振りで通じるので、懐っこいフィリピンの人たちとお友だちになりました。３日目はボホール
島に行きましたが、間近に原住民を見て、まだこういう人たちがいるということに驚きまし
た。何か買ってあげたいと思い、原住民の作った首飾りを孫たちのお土産にと買ってきまし
た。チョコレートヒルズでは雨に降られてしまいましたが、世界一小さい、ボホール島にしか
いない猿の「ターシャ」にお目にかかり大変満足して帰って来ました。最後の夜のサヨナラ
パーティーでの歌と踊りと美味しいお料理と、全員で一緒に踊った楽しかった時間は、忘れ
ることはないと思います。運転手のアーネルさんといつもレジで間違いを見つけてくれた笑
顔の可愛いしっかり屋の通訳（ダイアナ）さんには大変お世話になりました。また、ワールド
ビッグフォーの社員の皆さんにも感謝でいっぱいです。本当に素晴らしい思い出をありがと
うございました。

コーラルポイントリゾートのスペシャルビラに３人で
泊まり、専用プールで海を眺めながらのんびり♪

　人生初めてのセブ島ということで、何

ヵ月も前からご一行様七名で何回も何

回もミーティングを重ね、セブ島への夢

を膨らませていました。「人生初めての

旅行がセブ島だよ！」という人もおられ、

多少不安な気持ちで成田空港へ。でも

仲間七人一緒だということで、不安も多

少ほぐれ、暫し機中の人となりマクタ

ン・セブ空港に無事到着。通訳さん達が

出迎えに来てくれていたので、ホッと胸

をなでおろしました。車に乗って感じた

事は、まず子供の多いこと、お年寄りの少ないこと、道路整備の悪いことにビックリ．．．．．．。

あいにく我々の滞在期間中に台風が接近しており、色々な体験が出来なかったことが非常に

残念でしたが、セブは日本に比べ物価がとても安く、ショッピングを思い切り楽しむ事ができ

最高でした。宿泊先のメイドさんはじめ、みなさん非常に気さくでとても親しみがもてまし

た。最終日にはメイドさん達から、さよならパーティーをして貰い、とても楽しいダンス等々、

皆でノリノリで踊りました。何年か後にはリベンジをかけ、必ず二回目のセブ島に挑戦した

いと思っております。お世話になったスタッフの皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとう

ございました。

さよならパーティーではメイドさんと皆でノリノリで踊りま
した♪みなさん非常に気さくでとても親しみがもてました！

サヨナラパーティーでの歌と踊りと美味しいお料理と、全員で
一緒に踊った楽しかった時間は、忘れることはないと思います！

今回は台風の為、色々な体験が出来なかったことが残念！でも、
代わりに皆でショッピングを思い切り楽しむ事ができ最高でした！！

出発日１１月１８日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　阿部さん

出発日１１月２６日（７泊８日）
会員歴１年７ヵ月　二井田さん

出発日１月１１日（６泊７日）
会員歴３年６ヵ月　橋本さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　栗原さん
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　今回は同じ化粧品を使う仲良し３人
と４名で行きました。着いたのは午後
２時、空港まで迎えに来ていただけて、
英語のできない私には助かりました。
早めの夕食をしてからアメージング
ショーへ。前回と多少内容が変わり、楽
しめました。コメディー役の太った方に
笑わせられ、中国伝統の顔が瞬間に変
わる芸にびっくりと感心して、リンボー
ダンスタイムには沢山の子供が舞台へ
上がってきてる事に驚きました。今回
は、初体験のシーウォーカーで感激し

て、バーベキューをご招待され、醤油の中にかぼすを絞り“サッパリ”したタレで、エビ、豚肉、
魚、ご飯を食べ、スイカやマンゴーも美味しくご馳走になりました。また今回マッサージも行
き、隣の方のイビキにびっくりして笑ってしまいました。最後の飲み物も“ホット”と言ったは
ずが、“冷たい水”で、自分の英語の返事が通じず、また笑ってしまいました。１月しか皆の予
定が合わず、せっかく１月に行くならと、『シヌログ祭』を見に連れて行ってもらいました。パ
レードはなかなかで、街の皆様が羽飾りのカチューシャやヘアバンド、耳飾り、顔にペイン
ティングをして楽しんでいる様子が祭りらしく綺麗でした。中国のお寺からのセブ市内は眺
めがよく、出口にはプルメリアの花が落ちていて、甘い香りに癒されました。台風が来ていて
ボホール島には行けなかったですが、４月がチョコレートヒルズの見頃だそうで、また来た
いと思いました。「また来月♪」と達者な日本語で見送りされ、笑顔で無事に帰国しました。
スタッフの方ありがとうございました。

『シヌログ祭り』を初体験！ カチューシャやヘアバンド、耳飾りや
顔にペインティングで楽しんでいる様子が祭りらしくキレイでした！

セブで大人気のハンバーガーショップのジョリビーへ！ ダンスを
踊っている蜜蜂のキャラクターが私達を楽しませてくれました♪

　今回２度目のセブ島行きです。１２

月はハワイに行く予定でしたが、友達

から「セブ島に行きませんか？」と声を

かけて来てくれたので、ハワイよりセブ

島へ仲間との方が楽しいと思い、二つ

返事で申し込みました。４人で前橋駅

よりアザレア号で出発しました。夕方に

はマクタン・セブ空港に着き、ワールド

ビッグフォーの通訳さんが迎えに来ていました。途中、韓国料理を食べコーラルポイントリ

ゾートに着きました。次の日の予定を通訳さんと相談しました。毎月のお便り（会報）を見て、

私も体験したいと思い、「パラセーリング、シーウォーカー、滝、キルトの島（カオハガン島）、

ショッピング等」、毎日飽きることなく楽しく過ごしました。最後の日はバディアンゴルフリ

ゾートに一泊し、プールに入り、おいしいカレーを食べました。次回は、今工事中なのでよく

なったらカモテス島へ行きたいと思います。お世話になりありがとうございました。

６年ぶり満喫した、５回目のセブ

スタッフの方ありがとうございました！ 市内観光やバーベキュー、マッ
サージも堪能！ 仲良し３人と思いっきり楽しい時間を過ごしました♪

パラセーリング、シーウォーカー、滝、島めぐり、ショッ
ピングなど、毎日飽きることなく楽しく過ごしました！

２度目のセブ島 ２度目のセブ

初めてのセブ
　初めてフィリピンのセブ島に行って
来ました。人生初のシーウォーカーはど
んな物かも良く解らず参加しましたが、
海の中を金魚鉢のようなものをかぶり、
顔は濡れず息が出来ました。耳の空気
抜きがちょっと大変でしたが、手に魚が
触れてびっくり！一生に一度と思える素
敵な体験が出来ました。本当に感激し
ました。通訳兼ガイドのリーゼルさんと
運転手のフランシスさんと一緒に『シヌ
ログ祭り』へ行き、“ディズニーランドの
パレードみたいに賑やかでした”。台風

が来ていて雨が降ってきて早々に帰り足になりましたが、街の中は羽飾りをした人々で見て
いるだけで楽しくなります。夕食で行った日本料理屋さんの店員さんも耳に羽飾りを付けて
います。一年に一度の祭りは、地元の方も楽しみのようでした。バーベキューではシーウォー
カーの後のせいかスイカがとても美味しかったです。フィリピンのハンバーガーショップの
『ジョリビー』にも行きました。ダンスを踊っている蜜蜂のキャラクターがいて、料理が来る待
ち時間も楽しくダンスをしてくれました。一緒に踊るのは恥ずかしく出来ませんでしたが、ハ
ンバーガーやポテトは美味しかったです。乗車時には運転手さんに「頭を気をつけて！」と手
で頭をぶつけないようにエスコートしてもらい助かりました。妹と一緒だったので、心強く楽
しめました。また機会をつくり主人とも一緒に来たいと思いました。

ハワイよりも、楽しい仲間と行ったワールドビッグ
フォーの旅行が最高！！二つ返事で申し込みました！

　私ごと、一昨年、車にぶつけられ右膝
のお皿にヒビが入り、６ヶ月入院。退院
してから膝が９０度しか曲がらなく椅
子生活。毎月の会報を見る度、かわい
いメイドさん、アイリーンさんを思い出
し、（リハビリなので行って来なさいと
先生の言葉）友だち４人で行く事にな
りました。コーラルポイントリゾートに
着き、メイドさん、アイリーンさんが出
迎えてくれ「お母さ～ん」と憶えていてく
れて、ハグされ、我が子のように嬉し
かった。あのマンゴージュース、懐かし
く有り難くいただきました。友だちはA
棟４階に、私は５階のお部屋。朝のテ
ラスからの景色がすっかり変わって、いっぱいホテルやマンションが建ったので驚きました。
これからのセブはどんどん発展して行く事でしょう。レイテ島へ通訳のリサさんと一泊で行
き、お土産に生パイナップルを１０個程買って来てメイドさんといっしょに食べました。日本
では味わえない美味しさでした。エステも２回したり、ニューハーフショーを見たり、カモテ
スは工事中との事、キルトの島『カオハガン』に船で行ったり、プールで遊んだり、ショッピン
グもしました。街はクリスマスの素敵な飾りで大賑わい。帰り道もイルミネーションいっぱい
で素晴らしかった。９日間でしたが、充実した日々で楽しかったです。通訳のリーゼルさんリ
サさん、ドライバーのベルナルドさん、メイドさんたち、お世話になりました。メイド長のアイ
リーンさん、夜まで楽しい話を付き合って下さり、ありがとう。また来年も行きますね。
追伸：マクタン空港がリニューアルして素晴らしい空港になり、気持ち良く出国ができまし
た。

街はクリスマスの素敵な飾りで大賑わい！ スタッフさんの
フォローのお陰で膝のケガを忘れるほど楽しかったです！

人生初のシーウォーカーは、本当に感激しました！ 魚が触れ
てびっくり！ 一生に一度と思える素敵な体験が出来ました♪

生のパイナップル沢山買って来てメイドさん達と
食べました。日本では味わえない美味しさでした♪

出発日１２月１５日（８泊９日）
会員歴９年２ヵ月　善如寺さん

出発日１月１７日（４泊５日）
会員歴４年９ヵ月　小沼さん

出発日１２月２８日（８泊９日）
会員歴９年４ヵ月　安生さん

出発日１月１７日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　中野さん
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　車イスの娘と行けたセブ旅行。池上
さんが「大丈夫、私と主人でお手伝いす
るから娘さんと一緒に行きましょう！」と
何回も誘ってくれましたが、まだまだ信
じられずお返事が出来ませんでした。
「今回は障害のあるご家族と一緒だか
ら・・・」と言ってくれました。その方は２
回目だそうです。きっと前回行かれて良
かったのでしょう。元気が出ました。お
世話になろうと決めました。玄関から出
発して、家の玄関まで色々の方にお世
話になりました。まず一番嬉しかったこ
とは、パスポートが作れたこと。機内食
が食べられたこと。今まで生きて来た

中で初めて娘を海外に連れて行けたこと。セブ島の青い綺麗な海を眺めていたこと。サ
ポート無くしてこの旅行は実現出来ませんでした。皆様に心より感謝しております。コーラル
ポイントリゾートでの夕食の時、ご一緒だった御夫妻、池上さん御夫妻、娘の話しを聞いて
もらい、本人が主役でとっても満足してました。「障害があっても本当に大丈夫です。サポー
トを頂きながら、一歩前に進んでみませんか？楽しい事ばかりですよ、優しい人の中で自由
に自分らしく楽しんでみてください」。今回、私の家族の目的は、娘をセブ島に連れて行く事
でした。観光もしましたが、それより何よりも子供との時間を何年分も取り戻せたことでし
た。レストランの食事、足裏マッサージ、買い物、海をいっぱい眺めたこと、楽しみました！本
当に連れて行って良かった。池上さん御夫妻、スタッフの皆様には感謝しきれません。主人
と私のバースデーまで美味しいケーキで祝っていただき嬉しかったです。娘と同じベッドで
休み、手をつないで寝ました。娘の言葉は「また来たい」でした。

娘と同じベッドで手をつないで寝まし
た。娘の言葉は「また来たい」でした！

ボホール島では竹の吊り橋やめがね猿のターシャ、チョコレートヒルズ
見学！チョコレートヒルズの頂上では、素晴らしい眺望を楽しみました！

　夫婦で行く初めての海外旅行で、
ずっと行きたかったセブ島に行けると
知った時はとても嬉しかったです。雪が
積もった朝に出発して、セブ島到着。暑
い～♡幸せ～♡その日は通訳兼ガイド
のノバさんおすすめのフィリピン料理
のお店で夕食。とってもおいしかったで
す。２日目は朝からパラセーリング、パ
パキッツのジップライン、射撃、
Maligaya Spa（マリガヤスパ）でマッ
サージとたくさんやりたいことを詰め
込んで、帰りに市場でマンゴーとパパ
イヤを購入して帰りました。特にマン
ゴーが美味し過ぎて、朝食に出してくれるものにプラスで食べてたくらいです♡３日目は、
夜ネットで見つけたマクタン島の夜景が見渡せるScape Skydeck（スケープスカイデッキ）と
いうお店で夕食。音楽が流れて夜景と美味しいご飯とお酒なんて最高でした。「それにしても
セブ島はビールが安い！！」４日目は一番楽しみにしていたオスロブでのジンベエザメとの
シュノーケリング♡朝の４時半に出発して９時くらいに到着。すでに観光客がたくさん！間
近で泳いでいるジンベエザメに最初はビビッてしまいましたが、慣れてくると楽しくて時間
があっという間でした。アヤラショッピングモールでお土産を買ったり、コーラルポイントリ
ゾートのプライベートビーチをお散歩したり、大満喫の４泊５日でした。通訳のノバさん、運
転手のベルナルドさん、クリスさん、メイドさん３人のお陰で、こんなに充実した毎日を送る
ことが出来ました。本当に感謝です♡♡次回行くときは７Dマンゴーとバナナチップスを
もっと買ってこようと思いました＾□＾

セブでリフレッシュ

私たち親子に何年分もの時間を取り戻してくれたセブ
旅行！ そして、セブ島のスタッフの皆さんに感謝です！

市場でマンゴーとパパイヤを購入しました！ マンゴーが
美味し過ぎて、朝食にプラスで食べてたくらいです～♡

セブ島旅行 車イスで行けたセブ旅行！

心尽くしのセブ島
　新しく美しいマクタン・セブ国際空
港に着きました。外は既に暗くなって
いましたが、至る所に花が咲き乱れ、
もう常夏の雰囲気に包まれていまし
た。先ずは夕食です。マンゴー１０
０％の密度の濃いジュースを頂き感
激でした。セブ島に来たものの、パラ
セーリングは年齢的に無理と決めてい
ました。でも促されるままに船に乗り、
ベストを装着して貰い、何の抵抗もな
くいつの間にか海面より遥かに離れ、
舞い上がっていました。怖さもなく、今
まで味わった事のない爽快な心地の
良い一時でした。私ごとですが、杖が
ないと歩くのが辛く大変ですが、お買

い物の都度、荷物を当たり前のように持って下さいました。運転手さん、通訳さんには本
当に助かりました。ありがとうございました。他にも色々な所に連れて行って頂きました。
ボホール島の竹の吊り橋やめがね猿のターシャ、チョコレートヒルズ見学。セブ市内では
脚のマッサージ、マンゴー工場にショッピングモール、そしてラプラプ公園等々．．．．．．。運
転手さん、通訳さんの元気で優しい心遣いに感謝です。さよならパーティーの際、８９歳
になられる方の誕生日にと、スタッフの皆様から盛り上げをしていただき、また本当にか
わいらしく奥ゆかしいメイドさんでありながらも、若 し々いリズム・ステップに羨ましさを
覚えました。今まで生きてきて、「苦労かな」と思われる時期もありましたが、「こんなに
ゆっくりと過ごし、癒される心境になった時があっただろうか？」と人生を振り返ってみま
した。ワールドビッグフォーから私にご褒美を受けた気持ちです。セブ島は今発展途上で
あり、これからは明るい未来が開き、きっと発展して行く島、国でしょう。ご紹介下さった
方、責任者の方、そして会社をはじめワールドビッグフォーに関わっていられる皆さまの
更なる活躍を願っております。

ずっと行きたかったセブ島♪ 大満喫の４泊５日でした！！ こん
なに充実した毎日を送ることが出来て本当に感謝です♡♡

　ちょうど一年振りのセブでし
た 。「また行くの？？」皆の笑い
に、行ける時がはな (・・)と答え
る私でした。一年一年と体の自
由が利かなくなるし、チャンス
が来たこの時とばかり。思いが
けずキャンペーン中とのことで
飛行機代金も割安で行くことが
できました。マクタン・セブ空港
に着くと、「あれ！ここ何処？」と
言うぐらいとてもきれいで大き
な 空 港 に 変 わって い まし た 。
びっくり．．．．．．！マンゴーを毎
日食べたい私の希望もあって、沢山の果物を買ってコーラルポイントリ
ゾートへ。お陰でもうたくさんというぐらいマンゴーをいただき満足でし
た。牧師さんがやっている保育園に出掛けた時、子供たちが知らない私達
に近寄ってきて身振り手振りで話かけてきました。その時の子供たちの目
の輝きはずっと私の脳裏に焼き付いています。貧しい中でも明るく生活し
ている子供たちにびっくりでした。スーパーに出掛け食材を買って来てメ
イドさんの手助けをいただいて魚の煮つけ、鶏の足も頂きました 。形
は．．．．．．!でも美味しかったですよ。お別れパーティーはメイドさん、通
訳さん、運転手さんと皆でテーブルを囲み、美味しい料理をたくさんいた
だきました。イカ墨ごはんもたくさんいただきました。楽しい旅ができる
のもワールドビッグフォーに出会えたからです。ありがとうございました。

日本から持ってきたお米をプレゼント、
地域の人たちと食事会を楽しみました！

「今までこんなにゆっくりと過ごし、癒される心境になっ
た時があっただろうか？」と人生を振り返ってみました！

セブ市街のフルーツスタンドでは、マンゴーをたく
さん買って、もうたくさんというくらい食べました♪

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴５年３ヵ月　飯島さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴１年１０ヵ月　白鳥さん

出発日１月２７日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　高野さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　酒井さん
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　今回、初めてセブ島を訪れました。２

泊３日と短い日数でしか時間が取れな

かったので、市内観光とスパを中心に

スケジュール組んで旅行をして来まし

た。時間を有効に活用する為に、マクタ

ン・セブ空港で通訳さんと合流して、す

ぐにセブ市内に行っていただきまし

た。計画では、セブ市内にある教会と十

字架を観光する予定でしたが、残念な

がら私達が行った２日間は、お祭りが

行われていて混雑しているとの事で行

くことは出来ませんでした。その日はショッピングモールに行き、マンゴーとアボガドのアイ

スクリームを食べ、ＩＴパークで夕食を食べました。２日目は朝からパラセーリングを楽し

み、マクタン島の端にある『ローズカフェ』で昼食を食べました。そしてスパ体験をし、セブで

有名な『アバカ』というレストランで夕食を頂きました。どちらも雰囲気がよく、行くことがで

きてよかったです。その後、ニューハーフショーを見学して楽しみました。３日目もスパをし

てから空港に行き、短いながらも充実したセブ旅行をする事が出来ました。「何度か海外旅

行をしていますが、通訳さんや運転手さんがずっと付いていて下さるので、移動の手間や言

葉で困る事もなく楽しむことが出来た点がとてもよかったです」。短い間でしたが、お世話を

していただいた通訳さん、運転手さん、メイドの皆さん、本当にありがとうございました。

現地のレストランはどこも雰囲気が
よく、行くことができてよかったです♪

また来たいと心に思いながらメイドさん達と写真撮影！ あっと
いう間の４泊５日。本当にお世話になりありがとうございました！

　「友人にセブ島に行かない？」と誘わ
れ、二つ返事でOK「行きたい！私をセブ
に連れてって！！」待ちに待ったセブ島旅
行です。○○年生きて来て、飛行機も初
めてなら、海外へ行くのも初めて。わく
わく待ちの半年でした。先ず、セブでや
りたい事。『＊日常生活を忘れ、セレブ
気分になること。＊南国フルーツをたく
さん食べること。＊ショッピングするこ
と。＊エステ、マッサージで命の洗濯。
＊パラセーリングを経験したい。
etc．．．．．．』夜７時過ぎ、マクタン・セブ
国際空港に到着し、通訳さんに笑顔で
迎えられ、コーラルポイントリゾートへ
専用の車で向かいました。途中、路地の店頭に並んだたくさんの果物が目に入り、「食べ
たーい！美味しそ～♪」朝食はマンゴージュース、パイナップル、生マンゴーなどの新鮮なフ
ルーツを堪能し、別荘の朝日の当たるテラスからは、エメラルドグリーンの海と景色が広が
り、セレブ気分を満喫しました。また、ショッピング、全身マッサージ２回、ニューハーフ
ショー、船上で生演奏の音楽を聴きながら、南国のランチを楽しみました。また、ボホール島
では愛らしいターシャ（メガネザル）と会い、チョコレートヒルズの自然を満喫。パラセーリン
グは最高でした。空に上がるまではドキドキでしたが、上がった時の開放感。高い空の上か
らの南国の海と景色は感動ものです。最後の夜のパーティーでは、今井さんの誕生日イベン
トもあったり、メイドさんたちの“キレッキレ”のダンスで楽しく盛り上がりました。セブのス
タッフの皆さん、また同行してお世話して下さった方に感謝、感謝です。本当にありがとうご
ざいました。おにぎり美味しかったです。また行きたいです。

再び、セブの海へ

今回は２泊３日と短い日程でしたが、通訳さんドライ
バーさんがずっと一緒なので効率良く楽しめました！

ボホール島では愛らしいターシャと会い、チョコレートヒルズの
自然を満喫。音楽を聴きながら南国のランチを楽しみました♪

はじめまして、セブ島 初めてのセブ

２回目のセブ！
　前回は両親と両親の友だちと大勢で
の旅行で何もかもまかせきりの、後に
ついて行く旅行でしたが、今回は息子と
私のお友だちファミリーとの計画。ワク
ワク、ドキドキでしたが、出発数日前か
ら雪情報が．．．．．．。ワクワク、ドキドキド
キドキ．．．．．．。当日成田は雪でしたが、
どうにか遅れての出発。ホッ。新しくなっ
たマクタン・セブ空港に到着。広くてと
ても綺麗でした。メイドさんたちに迎え
てもらいウェルカムドリンクのマンゴー
ジュース。毎回感動です！２日目、パンダ
ノン島へ。曇りから晴れ、ずっと見てい

られる景色が素敵でした。３日目、人生初の射撃に挑戦。威力がハンパない！体を持ってい
かれるようでした。その後は楽しみにしていたマリンスポーツ。２回目のシーウォーカー、パ
ラセーリング、バナナボート。何回やっても楽しいです。パラセーリングの景色は最高！バナナ
ボートのスピードと迫力！シーウォーカーでは魚の綺麗なこと。感動、感激でした。４日目は
ショッピングとエステで癒され、夜は夜景を見に行きました。夜景ももちろん綺麗でしたが、
星がすぐ近くに見え感動でした。最終日には、また来たいと心に思いながら、メイドさん達と
写真撮影。あっという間の４泊５日。無事に５日間楽しく過ごせたのも通訳のノバさん、ドラ
イバーさん、メイドさんたちのお陰です。大変感謝します。本当にお世話になりありがとうご
ざいました。今度は留守番組だった旦那と長男も一緒に行きたいです。

待ちに待ったセブ島旅行です！ エメラルドグリーン
の海と景色が広がり、セレブ気分を満喫です♪

　１２月８日、寒い日本を離れ一路常

夏のセブへ。６回目となる今回もス

クーバダイビングが目的。マクタン・セ

ブ空港には通訳のノバさん、ドライ

バーのフランシスさんに迎えに来てい

ただき、コーラルポイントリゾートへ。

２日目、３日目はバディアンゴルフリ

ゾート近くの『モアルボアル』へ。ここは

ダイビングスポットとして世界的にも有名な所。日本人経営のエメラルドグリーン・モアルボ

アル店のスタッフの方々にお世話になりダイビングを楽しみました。予想通り綺麗なサンゴ

礁、カラフルな魚、そしてモアルボアルでみられる青海ガメとイワシの大群は圧巻でした。４

日目は空港近くのマクタンエアーベースで１ラウンドの後、ショッピング。シューマートモー

ルは１２月に入りクリスマス一色でした。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんには大変お

世話になり、楽しい５日間でした。

寒い日本を離れ一路常夏のセブへ！ シューマー
トモールは１２月に入りクリスマス一色でした♪

今回は息子と私のお友だちファミリーとの計画！メイドさんた
ちに迎えてもらいウェルカムドリンクを堪能♪毎回感動です！

ダイビング目的で再びセブの海へ！ モアルボアルのイタリアンレ
ストランにて。運転手のフランシスさん長距離ドライブありがとう！

出発日１２月８日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　唐澤さん

出発日１月１６日（２泊３日）
会員歴３年７ヵ月　平澤さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１年　飯島さん

出発日２月９日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　水本さん


	00-11
	01-02
	03-04
	05-06
	07-08
	09-10

