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ごあいさつ
南国の楽園ワールドビッグフォーリゾートで心にも栄養を！

ご家族やご友人との心温まるセブ島での滞在は、日本では味わうことができない

大自然の宝庫。2018年には63万2000人の日本人がフィリピンを訪れており、世界でも

日本は第3位の訪比者数となりました。今年の3月にはフィリピン観光大臣が来日、2019年の

日本訪比目標者数を80万人と抱負を述べた数字は世界全体訪比者数の10％を見込んでおり、今後の

日比友好関係の更なる向上、そして弊社にとりましても明るい未来へと繫がることと思っております。

清 し々く新鮮な気持ちへと満たされるワールドビッグフォーリゾートへ！人生観も変わる素晴らしい

至福のひととき、心までも満たされる笑顔が溢れる豊かな人生設計にも是非お役立て下さい。

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。

南国の美しい景観に彩られた「ワールドビッグフォーリゾート」

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

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！会員の皆様に朗報です。昨年７月に新ターミナ
ルがオープンし、木のぬくもり溢れる“ナチュラルテイスト”のリゾートエアポートとして注目を集めるマクタ
ン・セブ国際空港ですが、先月４月１日からは中部（名古屋）－セブ間の直行便『水・土・日』週３便から『毎
日運航』へ変更となり、日本とセブが更に身近になりました。フィリピンエアラインの日本－セブ間を結ぶ
直行便は、「東京・大阪・名古屋」の３ヵ所すべてが毎日運航となり、特に東京は毎日全３便での運航です。
プランも自由に、そしてゆったり寛げるワールドビッグフォーリゾートへの滞在で、ご家族・ご友人との大切
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。尚、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。                                                           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
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１ ５：３０

＜編集後記＞
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　前回のセブ旅行は台風で飛行機が

飛ぶかひやひやし、今回は雪でひやひ

やさせられましたが、無事にマクタン・

セブ空港に到着しました。今回は４泊

５日の旅です。子供たちと友だち家族

と一緒に来ました。１５時くらいに到

着して、スーパー＆果物屋＆両替をし

てコーラルポイントリゾートに行きゆっ

くりしました。２日目は、島巡りに行き、

向こうでバーベキュー！オススメです

よ！３日目は射撃とマリンスポーツ！バ

ナナボートやパラセーリングやシーウォーカーをしました。モーターボートで移動するので

すが、私たちを楽しませる為に飛ばしてくれて、すごく楽しかったです。夕食はマックで済ま

せ、コーラルポイントリゾートでゆっくりお酒を飲みました。４日目はエステに行き、その後

シューマートで買い物！夕食はモールの２階にあるビュッフェで食べ、そこから車で４５分

掛けて夜景が綺麗な観光スポット『トップス』に行きました。とても綺麗でオススメです。５

日目の朝食後、プールに入り楽しみ、最後にメイドのみなさんと写メを撮り、お別れを惜し

みました。この旅で、家族３人の掛かったお金は１０万くらいでした。次回はジップライン

をしてみたいです。メイドのみんなや通訳のノバさん、ドライバーさん！大変お世話になりま

した。お陰で楽しい旅になりました。

大変お世話になりました！ お陰で楽しい旅になりました。
メイドのみなさんと写メを撮り、お別れを惜しみました♪

持参したお米で作ったいなり寿司等々の夕食は格別！ メイドさんたち
も含めて楽しんだビンゴゲームも各々景品があり盛り上がりました！

　私たちはなかなか時間が合わず３
日間だけの滞在でしたので、やりたい
事を調べて旅行に備えました。マクタ
ン・セブ空港に１５時に到着すると通
訳さんが待っていて下さり、迷わず合流
することができました。私たちを早速両
替所に連れて行って頂き、セブ市内の
アヤラショッピングセンターへ向かい
ました。ショッピングを楽しんだりお土
産を買った後、近くのＩＴパークへ移
動をし夕食を食べ、その後スパへ行き、
コーラルポイントリゾートへ着いたの
は２３時頃でした。遅い時間にも関わらず、メイドさん達が出迎えて下さり、ウェルカムドリ
ンクのマンゴージュースはとても美味しかったです。使い切れない程の広い部屋に、朝食は
メイドさんが用意して下さり、窓からは海が一望できとても素晴らしかったです。２日目の朝
はパラセーリングをしました。少し不安でしたが、やってみると爽快でとても楽しかったです。
その後、海沿いのカフェでランチをし、午後は一軒家スパへ行きました。オリエンタルな雰囲
気でとにかく贅沢なエステでした。夜は少し高級なアバカリゾートでディナーをし、キャンド
ルを灯した素敵なオープンレストランで料理もとても美味しかったです。食事の後はニュー
ハーフショーを鑑賞しました。華やかで、笑えて面白かったです。最終日は空港へ行く前にも
スパに行き、３日間通して予約して頂いたり、要望を聞いて頂いたり、現地の方々のお陰で本
当に時間いっぱい楽しめた旅行になりました。ありがとうございました。

人生初めての海外旅行

マリンスポーツ体験では、バナナボートやパラセーリ
ングやシーウォーカーを堪能！すごく楽しかったです！

２日目の朝はパラセーリングをしました。少し不安で
したが、やってみると爽快でとても楽しかったです！

母と妹と初めてのセブ旅行 ２回目のセブ旅行

楽しかったマリンスポーツ
　今回は４回目のセブ。今まで実現し
なかった７泊８日の少しゆっくりした日
程で、長野県中南部からの一行１２名
での旅でした。私は、アイランドホッピ
ングのパンダノン島やボホール島は以
前も経験しましたが、今まで怖いと思っ
てできなかった“パラセーリング”に挑
戦。これは予想に反してとても快適で、
少しも怖くありませんでした。むしろ簡
単で安全と思い、セットで申し込んだバ
ナナボートの方が、振り落とされないよ
う必死でしがみつき、手を上げる余裕
など全くない状態でしたが、終ってみれ

ばスリル満点の楽しいものでした。パンダノン島の帰りにナルスアンでシュノーケリングを
しましたが、波が結構きつく押し寄せ、空気の入ったベストのせいか足が上がってしまい、口
呼吸に慣れていないとなかなか上手くできませんし、ひとたび海水が口に入ると塩辛くてと
ても辛く、早々に上がり、次回口呼吸を習得して再挑戦することにしました。旅行中、レストラ
ン等での昼食・夕食も楽しく美味しかったのですが、コーラルポイントリゾートで日本から
各々持参したお米でのいなり寿司・そうめん・漬物等々での夕食は格別美味しかったです。
またメイドさんたちも含めて楽しんだビンゴゲームも各々景品があり盛り上がりました。今
回の旅をまとめて面倒を見て下さった池上さんご夫妻・高山さんに大感謝です。ワールド
ビッグフォーのスタッフやメイドさんたちにもお礼申し上げます。ありがとうございました。

現地スタッフ皆さんのお陰で時間いっ
ぱいまで楽しめた旅行になりました！

　『人生初めての海外旅行』出発日、成

田に着いた時は雪が降っていて、飛行

機が飛ぶのか不安になりましたが、無

事に出発してセブ島へ。「治安・言葉・移

動」などの不安がありましたが、通訳兼

ガイドさんとドライバーさんが現地の

空港の到着から出国まで、すべての行

動に対応してくれ、旅を楽しむことがで

きました。宿泊先に着いてメイドさんた

ちが用意してくれたマンゴージュース

を口にしたとき“感動”しました。日本では味わうことができない様な甘さがあり、毎朝幸せで

した。二日目に、本物の銃を撃ちました。想像より反動が大きくて貴重な体験ができたと思い

ます。その後、パラセーリング、シーウォーカー、バナナボートを体験し、初めて体験すること

ばかりでとても楽しかったです。コーラルポイントリゾートでは、敷地内のプールで泳いだ

り、部屋のバルコニーで景色を楽しみながらビールを飲んだり、のんびり過ごす時間もあっ

て、贅沢なひと時でした。こんなに良い体験をさせてもらい本当にありがとうございました。

ワールドビッグフォーの皆さん、お世話になりました。とても楽しかったのでまた行きたいで

す。

「治安・言葉・移動」などの問題がありましたが、通訳兼ガイドさんとドラ
イバーさんがすべての行動に対応してくれ、旅を楽しむことができました！

今回は７泊８日と少しゆっくり楽しんだセブ旅行でした！ 旅をまと
めて面倒を見て下さった池上さんご夫妻・高山さんに大感謝です！

『人生初めての海外旅行』はとても贅沢なひと時でした。
こんなに良い体験をさせてもらい本当にありがとうございました！

出発日２月９日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　水本さん

出発日２月９日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　白澤さん

出発日１月１６日（２泊３日）
会員歴３年８ヵ月　前金さん

出発日２月１６日（７泊８日）
会員歴１０年９ヵ月　飯島さん
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　沢山のスタッフさんに迎えられ、我
が家へ帰って来たような気持ちで久々
の美味しいマンゴージュースを頂きま
した。９年前、メイドさんに成り立ての
初 し々くかわいいミッシェルさんが、今
回は日本語も上手になり、優しく頼りに
なる通訳兼ガイドさんとして８泊９日
の旅を楽しませてくれました。優しいド
ライバーさんの運転技術は圧巻で安心
でした。初めてジンベエザメと泳いだ
り、パラセーリング、シュノーケリングを
したり、ニューハーフショーやダンスレ

ッスン、エステなど沢山の体験をさせてもらいました。その他、今回は毎年１月の第３日曜
日に開かれるセブ島のお祭り『シヌログ祭り』に連れて行ってもらいました。マゼランがファ
ナ女王にサントニーニョ像（幼きキリスト像）を贈呈、戦火の中で無傷だったことから、セブ
の守護神として祭られるようになったとの事。フィリピン全土からカラフルな衣装のダンサ
ーが集まり、情熱的な踊りを見せてくれました。人人人！！もみくしゃになりながら、通訳さん
とメイドさんが手をつないでくれていたので安心…。「日本人初めて来たから！」と、前の方
へ導いてくれて現地の方の優しさにもふれました。バディアンゴルフリゾートまでの村々で
もお祭りらしく賑わっていました。ゴルフリゾートで青木さんグループにまさかの感動の再
会！！お陰でパーティーに参加させてもらい最高の時間を過ごせました。一緒に行って下さ
った山田さん、宮澤さんに感謝！！そしてスタッフの皆さんの心のこもった“おもてなし”に感
謝です。

青木さんグループに感動の再会！私達もパーティー
に参加させてもらい最高の時間を過ごせました♪

ジェットスキーで煌めく海を疾走！！ パラセーリング、乗馬、ジンベエ鮫見
学、最後の夜はさよならパーティーを満喫し、エンジョイして来ました♪

　１月の寒い東京を脱出し、セブ島へ
初めて訪れました。セブ島に到着した
日は、既に日が暮れていた為、さほどの
暑さは感じれなかったのですが、翌日
は朝食時から強烈な日差しが降り注
ぎ、日向では汗だくになる程の気温で、
真冬の東京との温度差に少々体も戸惑
い気味ではありましたが、日差しが強
烈な分、風景の鮮やかさには目を見張
るものがありました。海の煌めきや、色
彩鮮やかな花々、木々の緑と影のコン
トラストが非常に美しく、とても印象深
く感じられました。朝食を頂いた６階のテラスからは、日頃実感できない地球の丸さがわか
る程の広 と々した地平線が広がっていて、海を見渡しながら頂くフレッシュジュースがとても
美味しかったです。アイランドホッピングでは、船の上で受ける海風が気持ちよく、上陸した
島では時期が良かったから混雑がほとんど無く、のんびりと浜辺で写真を撮ったり、浅瀬の
海に入ってウニを見つけたり、貝殻拾いをしたりと、美しい南国の海を満喫する事が出来ま
した。セブはまだまだ発展途中で、立派な高層ビルの敷地横にバラックが隣接している等、
アンバランスな面白さがあり、車も人も多く活気を感じる場所でした。最後に私たちのグル
ープは写真撮影や話に花が咲きすぎて、約束時間に遅れ気味になってしまう事が多かった
ですが、通訳さん、ドライバーさんには忍耐強く待っていていただき、とても有難く感じてい
ます。

活気あるフィリピン・セブ

８泊９日の旅を満喫♪初めてのジンベエザメやシヌログ祭りは圧巻
でした！！ スタッフの皆さんの心のこもった“おもてなし”に感謝です！

美しい南国の海を満喫しました！ 車も人も多く活気が
あり、行く先々では写真撮影や話に花が咲きました♪

寒い日本を脱出して ９年ぶり２回目のセブ旅行

セブ島で味わう、私の贅沢な時間♪
　毎日、毎日カレンダーを見ながら、待
ちに待ったセブ旅行。今回は女性３人
旅です。新しいマクタン・セブ空港に降
り立ち、街に出るとひっそりとしている。
今の時期は涼しいので、家の中で過ご
しているらしい。コーラルポイントリゾ
ートに着くと、懐かしいメイドさんたち
の顔、顔でホッとする。次の日は、お買
い物とニューハーフショーに行く。館内
は“大入り満員”でした。次の日はセブ最
大のお祭り、幼きキリストの『サントニ
ーニョ』に纏わるシヌログ祭りに、メイド
さん達みんなで出発。メイドさん達もう

れしくてたまらない様子です。途中で車を降りて歩く、歩く、歩く。人、人、人、お祭りの為、音楽
は大音響、この活気にこの雪崩の様な人波。なんと表現していいやら、やっとお祭りの会場
の大通りに着くも、パレードを見るどころではなく、人につぶされそう！周囲の人たちが私た
ちを日本人と見ると、前の方に押しやってくれて、微かにパレードを見る事が出来た。どこの
国の人にも神を尊び、敬う気持ちはひとつですね。この爆発的なエネルギーと人の波、フィ
リピンという国は「これからますます成長していくんだろうな」と思わずにはいられませんで
した。ジェットスキー、パラセーリング、乗馬、ジンベエ鮫見学、最後の夜は思いがけずにお友
達のグループと一緒にさよならパーティー。と盛りたくさんの休日でした。ベランダでのモー
ニングティーにはじまり、豪華で優雅な朝食、目の前に広がる大海原、これ以上ない、ぜいた
くな至福の時間でした。行方会長さん、毎日お世話をして下さったスタッフの皆様、同行して
下さった皆様に感謝致します。

１月の寒い東京を脱出し、セブ島へ初めて訪れました！ 海
や花々、木々の緑など、風景の鮮やかさには感動でした♪

　会員になったら、いつかは「セブ旅行
に行きたい」と考えていましたが、何と
入会４ヵ月未満で旅行を実現しまし
た。ワールドビッグフォーを紹介してく
ださった橋本さんがセブに行かれる機
会に便乗したわけですが、総勢６名で
楽しい旅行になりました。事前に聞い
ていましたが、マクタン・セブ空港に到
着してからずっと通訳さんが随行してく
れ、コーラルポイントリゾートの女性ス
タッフも大変親切で、こんな楽な旅行
は初めてでした。ボホール島では、世界
最小のめがね猿の可愛い姿を見れまし
たし、蝶々もなかなか見応えがありました。アイランドホッピングでは、長閑で美しい海辺を
堪能できました。初めてのフィリピンでしたが、平均年齢が若く、躍動する国の活気を至ると
ころで感じましたし、激しい貧富の差を垣間見ることができ、勉強になりました。温暖な気候、
安い物価などを考えると、老後にフィリピンに移り住む人が多いのも頷けますが、今回は３
日ほどの短い日程でしたので、次回はもう少しゆっくりとフィリピン（セブ）を見てみたいと思
います。帰国日は、早朝５時にコーラルポイントリゾートを出発しましたが、真っ暗な中を登
校する学生の姿に遭遇！通訳さんによると６時から授業がはじまるとかで、ここでもこれから
発展しようとしている国のエネルギーを感じてしまい、日本も見習うところがたくさんあると
思わされた瞬間でした。次回はどういう事に気づかされるのか今から楽しみです。

アイランドホッピングでは、長閑で美しい海辺を堪能できました！
次回はもう少しゆっくりとフィリピン（セブ）を見てみたいと思います！

年に一度のセブ島旅行！ セブ最大のお祭り「シヌログ祭り」が開かれ、
街は大音量の音楽と人、人、人、爆発的なエネルギーに圧倒されました♪

ずっと通訳さんが随行してくれ、コーラルポイントリゾートの
女性スタッフも大変親切でこんな楽な旅行ははじめてでした！

出発日１月１２日（３泊４日）
会員歴８ヵ月　富田さん

出発日１月１８日（８泊９日）
会員歴１６年２ヵ月　清水さん

出発日１１月１１日（６泊７日）
会員歴１年４ヵ月　渡辺さん

出発日１月１８日（８泊９日）
会員歴３年５ヵ月　山田さん
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　半年前の夏、幼馴染で遠く離れてい
て、なかなか会うことができなかった三
人が、還暦の記念に「ワールドビッグ
フォーで楽しい体験をしよう！」と計画。
２月２１日成田空港に集合、“ Let`s go 
to セブ島！”夜マクタン・セブ国際空港
に到着、新しく広い空港を出ると、笑顔
で通訳のノバさんがドライバーさんと
迎えてくれて一安心。いつかは泊まって
みたいと思っていたスペシャルビラに
４泊しました。水平線から昇る朝日は
素晴しく、目の前にはプールと海。散歩

するとプルメリアの花のいい香りがしました。メイドさんの作ってくれた美味しい朝食とフ
レッシュジュースでカンパイ！本当に夢のよう！メインプールと海水プールで癒されました。
「３人でまたコーラルポイントリゾートを訪れたい！その時はプールを泳いで往復しよう！健
康でいようね！」。昼食はシューマートとロビンソンガレリアで食べました。ハロハロも初めて
で、とっても美味しかったです。QQEnglish、ニューハーフさんによるアメージングショー、
ハッピーワールドも楽しかったです。最後の夜は水上レストランで有名な『ランタウ』で夕日
を見ながらのディナー。そのすぐ隣にある人気スポット10000本の白いバラはロマンチック
でした。通訳のノバさん、ドライバーのアーネルさん、ありがとうございました。メイドのアイ
リーンさん、マイリーンさん、ロースさんありがとうございました。

いつかは泊まってみたいと思っていたスペシャルビラに
４泊♪美味しい朝食、フレッシュジュースでカンパイ♪

夜にはアメージングショー♪これは思いのほかよくて、次々と楽しませ
てくれた。彼ら……いえ、彼女たちのダンスに引き込まれてしまった！

　今回の旅行で２度目になるセブ。な
んとなく位置関係や通貨、訪れるポイ
ントを把握でき、セブという環境での
楽しみ方をさらに知れる旅になりまし
た。２度目の旅で実感する「またここ
に帰って来た！」と思えるコーラルポイ
ントリゾートでのひと時は、バルコ
ニーから見える広い海を眺めつつ、
ゆっくり流れる静かな時間だったり、
ゆったりと味わえる朝食や、メイドさ
ん・通訳さんのやさしい笑顔が本当に
心を癒してくれました。今回はお母さ
んと一緒に旅行に来れて、初めて来たセブではしゃいでいるお母さんを見れて嬉しかった
です。一緒に買い物したり、海で泳いだり、美味しい物を食べて思い出の写真もいっぱい
撮れました！（＾＾）見るものが全て新鮮で、デザイナーである職業ゆえ、好奇心やインス
ピレーションがたくさん湧いてきて、創作意欲が増しました！セブはものづくりをするにお
ける感性を育てる環境として最適だと思います。コーラルポイントリゾートという豪華な
拠点があり、通訳さんやドライバーさんやメイドさんがいつもついていてくれて、心から安
心できたり、自然いっぱいのマクタン島の様子がなんだか懐かしかったり、旅行仲間と楽
しい時間を過ごしたりする事で、私の中で思う“幸せな気持ち”が何度も味わえたセブの旅
でした。日本に帰っても充電MAX！元気いっぱいで過ごしています。また次セブを訪れる日
を楽しみにしています。

夢の島セブ島へ！！

セブで人気のファストフード『ジョリビー』にて。本当に夢のような時間で
した！ 通訳のノバさん、ドライバーのアーネルさん、ありがとうございました！

見るものが全て新鮮で、好奇心やインスピレーションが
たくさん湧いてきて、仕事への創作意欲が増しました！

セブで培われるインスピレーション Let`s go toセブ島

２度目のセブ、２度目の３人旅
　かれこれ４０年程前、とある地方で
この３人と初ドライブに出掛けた。そし
て今回が２度目の旅。私たちは中学時
代の同級生。案内されたのは２階建て
のスペシャルビラ。目の前は穏やかに
広がる海。３日とも夜明け前に目覚め
て、朝日を浴びることができたのはラッ
キー。昼間はエステにランチ。お手頃な
ワンピースをお揃いでゲットしたりと、
自由気ままに過ごしました。普段あまり
口にしないアイスも友につられて３回
も食べちゃった！もいちどアボガドアイ

スが～～～！やみつきになりそう。夜にはアメージングショー。これは思いのほかよくて、次々
と楽しませてくれた。彼ら……いえ、彼女たちのダンスに引き込まれてしまった。この旅最大
のミッション（私的に）、セブが決まって一大決心をし、スイミングスクールに通ったのです。
水に顔を付けることもできずにいた私がセブの青空の下、このプールで泳いだ！大満足で
す。最終日は夕景と一際輝く金星を眺めながら、水上レストランへ。サンミゲールで乾杯。
フィリピン料理をお腹いっぱい頂きました。村松理事、ありがとうございました。毎朝、メイド
さんにフレッシュジュースを作ってもらい、どこへ行くにもドライバー、通訳さんがいて、とて
もリッチな非日常を満喫できました。これもワールドビッグフォーと出会えたから。感謝で
す。そしてこの旅の友２人に感謝です。楽しい思い出をありがとう！！

「またここに帰って来た！」今回はお母さんと一緒に旅行に来
れて、美味しい物を食べて思い出の写真もいっぱい撮れました！

　真冬の寒い信州から、常夏の島へ。
三度目のセブ旅行です。行くときは若
者ばかりのセブ行きの飛行機でした。
マクタン・セブ空港は三年前と違って、
明るく綺麗に様変わりしていました。
空港での混雑はすごいもので、ワール
ドビッグフォーのスタッフ２人が、い
つものように出迎えてくれたので一安
心でした。到着が遅かったのに、コー
ラルポイントリゾートでは、大勢のメ
イドさんが待っていて、娘たちとの久
し振りの再会に抱き合ってしまいまし
た。朝の目覚めと共に、幸せの黄色の
花、ピンクのブーゲンビリア、ベランダからの景色は以前と少しも変わらず、ホッとしまし
た。今回の一番の楽しみは、パラセーリングです。爽やかな海の潮風を胸一杯に吸い、大
空に舞い上がり、鳥になったようでした。少々怖かったが、気分は最高！！偶然にもメイドの
アニータさんの誕生日ということで、パーティーを計画しました。運転も踊りも上手なドラ
イバーさん、音楽が鳴ると踊り出し、茶目っ気たっぷりで集まった大勢のメイドさんと最高
に楽しい一夜を過ごしました。予定通りに島めぐりを楽しみ、最終日、窓から見るセブの
街、小さな屋台のようなお店が並び、とにかく人が多い、あちらこちらにビルが建ち、これ
から近い将来もっと進化し、素晴らしい夢の島のセブ島になるだろう．．．．．．と貴重な楽し
い体験を毎回させていただき、ワールドビッグフォーに出会えて良かったと心から感謝し
ています。足踏みしている皆様、一歩前進は今でしょう！！

今回の一番の楽しみは、パラセーリングです。爽やかな海の潮
風を胸一杯に吸い、大空に舞い上がり、鳥になったようでした！

初めて同級生３人とドライブに出掛けてから“４０年ぶりの旅です！”楽しい
思い出をありがとう！ワールドビッグフォー、そしてこの旅の友２人に感謝です！

朝の目覚めと共に、幸せの黄色の花、ピンクのブーゲンビリア、
ベランダからの景色は以前と少しも変わらず、ホッとしました♪

出発日２月１７日（８泊９日）
会員歴１０年　村松さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴３年９ヵ月　石塚さん

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　高井さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴３年２ヵ月　大里さん
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　初めてのセブ島旅行ということで当
然に楽しみな気持ちでいっぱいな反
面、飛行機に乗るのは学生の時以来で
したので不安もたくさんありました。出
発前は本部事務局の方に丁重に対応
して頂き、また事前に送られてきた『旅
行マニュアル』は無くてはならないもの
でした。フィリピン税関申告書に至って
は、わからないで困っていた隣の方に
教えてあげられるほど役に経ちました。
自分達でツアー会社に頼んで行く旅行
とは、本当に違うものだと感じれること

はたくさんありました。セブ空港では通訳さん、ドライバーさんが出迎えてくださるところか
ら始まり、セブでやりたいと思っていたことは全て手配してくださり、お店で食事をする際も
注文するところまで一緒にいてくださり、パラセーリングやジンベエザメと泳いでいる間な
ど普通なら荷物や着替えの心配があると思うのですが、安心して預けられる通訳兼ガイド
さんがいてくれて、また、タオルやビーチサンダルまで用意して来て下さっていたり、他では
味わえないだろう毎朝の温かい朝食を食べれたり、最終日のディナーをご馳走して下さっ
たり、この旅行で関わって下さった方には感謝しかありません。今回は初めてでしたので、
沢山の事を盛り込んで楽しみましたが、また機会を作って次回は一日一つのことを時間を
掛けて、ゆっくりと楽しみたいと思いました。コーラルポイントリゾートの敷地内にも素敵な
場所が沢山あり、そこにいるだけでも良い時間になりました。本当にありがとうございまし
た。

やりたいと思っていたことは全て手配してくださり、他では味わえない旅
行でした！次回は、一日一つのことをゆっくりと楽しみたいと思いました♪

海が苦手で金づちの私、ポンと海の中へ．．．．．．。熱帯魚‼
「うわ～カワイイ♪キレイ！」一生に一度、夢実現です！

　８８歳になる母を家に残すのは心
配と、今回は一緒に行きました。これが
最後の海外旅行になるのかと、行くか
行かないかで悩みながら、行く決断を
して良かったです。新しくなったマクタ
ン・セブ国際空港に着くと、すぐに通訳
のダイアナさんと会えてホッとしまし
た。翌日は、コーラルポイントリゾート
からスタッフに母をおんぶしてもらい、
船に乗りパンダノン島に行きました。白
い砂浜や永遠と続く遠浅な青い海に感
動しました。バーベキューもとっても美
味しくて、たくさん頂きました。マンゴー
工場での買い物の後、夜景を見ながら
の夕食も素晴しかったです。３日目は、朝早くボホール島へ行き、ロボック川での船上ランチ
を楽しみました。母は通訳さんに手を引いていただき、竹で作った吊り橋を渡り、蝶々園を見
学し、そしてチョコレートヒルズの景色に感動していました。４日目は念願だったパラセーリ
ング、シーウォーカーに挑戦しました。空からの眺めは最高でした。さすがに母は車の中でナ
ルドさんと留守番です。マリンスポーツの後は全員でオイルマッサージでリラックス（とても
安くてびっくり！）母は初めての体験をして満足です。夜はさよならパーティーで生バンドの
演奏を聴き踊り楽しみました。サプライズでメイドさんが誕生日ケーキを用意して下さり、少
し涙が出ました。お祝いに欠かせないと言う、レチョン（子豚の丸焼き）のサプライズには皆
びっくり。母もマリンスポーツ以外全ての行動が共に出来たのは、いつも母の手をとり気に
かけていただいた通訳のダイアナさんのお陰だと感謝いっぱいです。次回は、孫が２歳に
なる頃に、一緒に行きたいと、期待で胸を膨らませています。

姉に誘われて

初めてのセブ島を満喫！ 澄み渡る空へ舞い上がるパラセーリング
やオスロブのジンベエザメと泳いだり、盛り沢山のセブ旅行でした！

母は、通訳さんに手を引いていただき、竹で作った吊り橋を渡り、
蝶々園、そしてチョコレートヒルズの景色に感動していました！

おばあさんとのセブの旅 お土産は買いすぎくらいが丁度いい♪

一生に一度、海の中！
　雨がチラつく上田を出発して、いざ４
泊５日のセブ島へ。初めて一緒に行く
ことになった５人組。知り合ったばかり
の方なので、少々不安でした。現地に着
き迎えの車の中で、もう大笑い！一安
心！楽しい方がいて、車の中は笑いが
いっぱい！１日目から、３人と２人に別
れてパラセーリング・シーウォーカーと
楽しみました。海が苦手で“金づち”の
私、見学のつもりでしたが、「“セブのも
くず”になるつもりで来たんでしょう？遺
影写真撮った？風が強く髪ボサボサ！こ
れじゃ撮れないよ～」（涙）なんて大笑

い！泳げない私、ポンと海の中へ．．．．．．シーウォーカーの始まり！熱帯魚‼「うわ～カワイイ
♪キレイ！」一生に一度、夢実現。パラセーリングの２人もあっという間の景色で「もっと長く
飛んでいたかった～」と言ってました。帰る途中、毎日マンゴーとバナナを買い、メイドさん
にカットして頂き、美味しく食べられ幸せでした。パンダノン島でのＢＢＱ。砂浜で貝殻を拾
い、流木に乗って２０代の乙女に戻り、思い思いの姿でパチリ！セブでは、平均寿命が低い
そうで、おじいさん、おばあさんが歩いていると珍しく、「おばあさんだ～！」、でも私達より若
いのですね。自分達が６０才過ぎとは思わずに「あ、おばあさんだ～！」と叫んでいました。
ハハハ～♪。さよならパーティーでは歌い踊り♡♡メイドさん、通訳のリサさん、運転手のフ
ランシスさん（てれやさんでした）バンドの方々。みなさんありがとうございました！

白い砂浜や永遠と続く遠浅な青い海に感動♪
バーベキューもとっても美味しくてたくさん頂きました！

　姉に誘われてワールドビッグフォー
に入会して、初めてのセブ島です。東京
と栃木に離れているので、どんな所へ
行くのやら、どんな所へ泊まるかも、待
ち合わせの成田空港で会ってから教え
て貰い飛行機に乗りました。着いた日
にはフィリピン料理店へ行き、味も自分
に合って美味しく頂けました。２日目は
スペイン料理、サラダや料理など小さ
いサイズを注文しても、出てきたのは
量が多くて、最後に出たイカ墨のパエ
リアは食べ切れなかったです。３日目
は中華料理店へ。テーブルにサービスのピーナッツがあり、「あら～美味しい！」と注文が来る
前に皆でピーナッツを食べてリクエストまでしました。前菜はエビときゅうりの料理、揚物と
スープでお腹いっぱいになり八角の香りの麺入り料理とチャーハンはお持ち帰りしました。
夕食は誕生日パーティーをするので、現地のスーパーで食材とケーキも買ってメイドさん達
もハッピーバースデーの歌を歌ってくれて盛り上げていただけました。日本から持参したう
どんもメイドさん達に上手に茹でてもらい、買った食材も料理してもらい美味しく頂きまし
た。最後の夕食に日本料理店「呑ん気」へ連れていっていただき、寿司コースとウニを注文し
て、お刺身と茶碗蒸し、天ぷら、お寿司、アイスクリームと食べきれないほどたくさん出て食べ
ました。いろいろな国の食事ができたことと、シーウォーカーを初体験出来て幸せでした。

いろいろな国の食事ができたことと、シー
ウォーカーを初体験出来て幸せでした♪

いざ４泊５日のセブ島へ！ 知り合ったばかりの方なので、少々不安でし
たが、迎えの車の中で、もう大笑い！笑いがいっぱいの旅になりました！

日本から持参したうどんもメイドさん達に上手に茹でても
らい、買った食材も料理してもらい美味しく頂きました！

出発日１月１７日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　佐藤さん

出発日１月２７日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　高野さん

出発日２月２５日（４泊５日）
会員歴２年　畔上さん

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　小柳さん
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　昨年と同様、総勢１８名でのにぎや

かなセブ旅行！今回は新しい会員さん

がほとんど。ご夫婦５組など、みんな

元気の良いメンバーでの、楽しい旅と

なりました。いつも通り、カワイイメイ

ドさんたちに温かく迎えられ、「また

戻って来た！」という感じで、感無量に

なりました。毎日毎日、「こうやって日本

からの会員さんを受け入れてくれてる

んだな……」と思うと頭が下がります。ベテランの通訳、リサさんの対応、ドライバーさん

の対応、「たいしたもんだな」と今回つくづく感じました。新しい会員さんたちにも、セブの

ワールドビッグフォーリゾートを少しでも自分の目で見てもらい、「何か感じてもらえたん

じゃないかな」と思っています。年々変わって行くセブ島に驚き、ますますセブに興味が湧

いてきました。遠藤理事とのご縁で、ワールドビッグフォーと出逢い、こうして楽しい仲間

とセブに来れることは本当に不思議、かつ、心から感謝しています。心からおもてなしをし

てくれる現地スタッフ様、今回も本当にお世話になりました。ありがとうございます。

セブではいつも通り、カワイイメイドさんたちに温かく迎えら
れ、「また戻って来た！」という感じで、感無量になりました！

４度目のセブは総勢１８名での珍道中！ お酒を飲んたり、踊ったりと
今までとは違う楽しみ方ができました！無人島で謎の美女と２ショット！

　ワールドビッグフォーに誘って頂い

た友人に「一緒にセブに行きましょう

よ、素晴らしいわよ！」と誘われて、今回

５人で出発しました。私が一番楽し

かったのはパラセーリングです。「わあ

い！すごい！きれいー！」と大はしゃぎで

す。空と海のきれいだった事、忘れら

れません。次はマンゴーやバナナのフ

ルーツの美味しかった事！毎回出され

るだけでは足りずに自分達で買って来

ては食べていました。「美味しい、美味しい」と食べまくる私に「大丈夫？」と心配する友人。

「大丈夫でしたよ」。そしてセブの街を案内して頂きましたが、これが私にとっては、すごい

カルチャーショックでした。「こんなに人がいるの？」「こんなに若い人がいるの？」「子供達

もこんなにいる．．．．．．これがバス？あれがタクシー？」「ええー！自転車にサイドカーが付

いているよ！」初めて見る国フィリピン！これがフィリピンなんだね！今ではとても身近な国

になりました。ショッピングも食事もとても良かった。でもまだ行ってみたいところがいっ

ぱいあります。それは次回にと約束し、５人の楽しい仲間と帰路に着きました。通訳さん、

ドライバーさん、メイドさん本当にありがとうございました。また行きまーす。

初めてのセブ旅行

ワールドビッグフォーと出逢い、こうして楽しい仲間とセブに
来れることは本当に不思議、かつ、心から感謝しています！

ショッピングも食事もとても良かった♪とても身近な国になりま
した！ 次回の約束もし、５人の楽しい仲間と帰路に着きました！

空！海！マンゴー！そしてカルチャーショック 現地のスタッフに感謝！

４度目のセブは総勢１８名での珍道中
これまでは家族やお友だちと一緒に、

少人数でセブを楽しんで来ましたが、

今回は新潟・長岡・柏崎そして・糸魚川

と新潟県を縦断する格好で総勢１８

名（男子６名、女子１２名）が終結。村

山女史の引率の元、一糸乱れぬ団体

行動でコーラルポイントリゾートを拠

点にべストシーズンのセブを満喫、リ

ゾートライフを楽しんで来ました。マク

タン空港に着くと、高級ワゴン車２台

でチームリサ（４名）が迎えてくれました。フィリピン料理から始まり、中華料理、韓国料

理、スペイン料理、食べ物は何でも美味しく、コーラルポイントリゾートでメイドさんが

作ってくれる朝食、そして生バンド付きでのパーティーに出された料理も最高でした。ア

クティビティーやマッサージ、アイランドホッピング、アメージングショー、ＪＷＢホテルの

見学そしてメイドさんたちのキレキレのダンスショーと本当に楽しく、あっという間の５日

間でした。加えて、今回は大勢の方々とお話したり、お酒を飲んたり、踊ったりと今までとは

違う楽しみ方ができ新鮮でした。村山女史をはじめ、リサさん、スタッフの方々のご苦労と

サポートに感謝！感謝！感謝！

初めて見る国フィリピン！ セブの街の活気に驚き、美味しい
完熟フルーツに魅了されました♪これがフィリピンなんだね！

　１日目、着いて直ぐに夕食、焼きそ

ば、春巻き、イカリング、焼きホタテを

いただき、５人でビールで乾杯。ゆっ

くりと食事をし、コーラルポイントリ

ゾートへ。お姫様になったよう、広い広

い部屋で過ごし感激。２日目、今回の

一番の目的、初体験のパラセーリング

へ。船で沖に出て、救命胴衣と足を固

定し、船上から空へとあっという間に

近くの山々が眼下になり、すごく気持

ちが良く、もっともっと上空にいたかっ

たです。本当に最高でした。また行くことがあれば再度してみたいです。３日目、コーラル

ポイントリゾートから１時間程船に乗り島へ。泳いだり、貝を拾ったり、美味しいバーベ

キューをいただき、思い出に残る一日でした。４日目は買い物へ。ショッピングセンターに

行き、思い思いにＴシャツ等々を購入、お昼は日本料理店の『呑ん気（のんき）』さんでちら

し寿司とざるそばのセットをいただきましたが、ボリュームがあって美味しく、リーズナブ

ルでした。夜はパーティーが開かれ、次々に料理が出て、生バンド、日本の曲も多数一緒に

歌ったり、舞ったり、凄く楽しいひとときでした。通訳さん、運転手さん、至れり尽くせりでこ

んなに楽しい旅は久々でした。一緒に行ったお姉さま方にも感謝致します。また機会があ

りましたら、是非訪れてみたいです。メイドさんたちにもお礼が言いたいです。

今回の一番の目的『パラセーリング』は、すごく気持ちが良
くもっともっと上空にいたかったです。本当に最高でした！

マンゴー工場にて、妻と２人で２ショット♪べストシ
ーズンのセブを満喫。あっという間の５日間でした！

通訳さん、運転手さん、至れり尽くせりでこんなに楽しい旅
は久々でした♪一緒に行ったお姉さま方にも感謝致します！

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　戸田さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴１４年４ヵ月　村山さん

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　田中さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　安達さん
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