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ごあいさつ
幸福を育む南国の楽園セブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！

珊瑚礁の大海原を望む心地良い環境と海を渡る爽やかな風、日本では味わう

ことのできない感動に思わず笑顔も溢れます。笑顔に満たされた人生はご家族やご友人を

幸福へと導き、心までも豊かなセカンドライフへとこれからの夢や希望も膨らむことでしょう！

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！セブ島の大自然の恩恵は、私達の人生観をも変える

笑顔が絶えない元気の源体験の数々を思う存分にご満喫頂けます。充実した心の栄養は掛け

替えのない健康長寿、そして笑顔に包まれる素晴らしい人生設計にもお役立て下さい。

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。
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カモテスリゾート

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 
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一年を通じて温暖な気候と、老若男女ともに楽しめる恵まれた自然環境は、皆様の渡航日を選びません。弊
社施設でのご滞在中は、専属通訳兼ガイド・ドライバーが皆様の市街地への移動から、観光のお手伝いを
致しますので、海外が初めての方でも安心・安全。ご家族やご友人との触れあい、また大切な記念すべき日
として最高の思い出づくりにも最適です。是非皆様も笑顔溢れるご旅行を存分にお楽しみ下さい。尚、ご予
約は約４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期での手続きをお勧め致します。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。　　　　　  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。
（注２）名古屋発ーセブ間のスケジュールは、時期により運航日が変動致しますので、ご注意ください。
①上記料金は令和元年５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

０６／０１～０９／３０ ￥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 

日・月・水・木・土 （注２）

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０

＜編集後記＞
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　初めての海外旅行がセブ島でした。

忙しい毎日から解放され、のんびり過

ごせた一週間でした。すばらしい天気

に恵まれ、マリンスポーツ、チョコレー

トヒルズ観光、展望台（トップス）からの

夜景、世界一小さな猿（ターシャ）の見

物等々、疲れを感じる暇もないくらい

“てんこもり”のスケジュールでした。

マッサージにも何回も行くことができました。日本ではなかなか食べることができない完熟

のマンゴーが、毎日朝食に出て堪能しました。中華料理、スペイン料理もとてもおいしかっ

たです。メイドさんたちはキュートで明るく、ダンスのうまさには目が釘付けでした。海岸線

はホテルの建設ラッシュで、これから間違いなく発展するのを確信しました。初めて会って

一緒に行動をして下さった方々、通訳のリサさん、ドライバーさん、そして村山さん、お世話

になり本当にありがとうございました。

トップスからの夜景もキレイでした！ 毎日島めぐりや市内観光など、
疲れを感じる暇もないくらい“てんこもり”のスケジュールでした！

かわいいメイドさんたちとパチリ！！
本当に本当にありがとね！！

　３月９日、出発時気温１度の新潟か
ら、３５度のセブへ！初回は２人で、２
回目、３回目は４人、今回はなんと１８
人の団体です。どんな旅になるのか、ワ
クワクで始まる。成田空港で集合し、村
山さんの素晴らしい統率力で出発。
数々の思い出が出来ましたが、先ずは
入国カウンターからＮさんが親子で出
て来ない。「どうした～」と行ってみれば
「免税店で買った品物が多過ぎる」との
事。１８人で来ているのだから問題な
しと抗議をし、一件落着。「堂 と々してい
たら大丈夫！」とは、村山さんのお言葉！！Ａさん、Ｋさん、私達の３人組夫婦６人でA棟４階
に部屋割りが決まり、寝る前に持って行ったワイン・ウイスキー（こんにちはパーティー）で大
いに盛り上がる。翌日は、マッサージと買い物、お昼は中華料理。お腹が空いていない・・・と
言いながら、出された料理は完食し、「最後のスイーツは絶対に入らない」と言っても、薄紫
の「ハロハロ」の美味しさに負けて、きれいに平らげた。３日目は海に入り、バーベキューを
いただき、翌日帰る方がいた為、さよならパーティー。それ迄ずっと真面目顔のＫさん、Ｙさ
んの御主人が生バンドの演奏に合わせノリノリで踊り大爆笑の渦！食べ過ぎたのか、笑い過
ぎたのか、お腹が痛くなってしまった。まだまだ沢山の楽しいハプニングがありました。メイ
ドさん、運転手さん、そして通訳のリサさん、誰よりも村山さん、極上の旅をありがとうござい
ました。感謝・感謝です！

たのしかったセブ旅行

船で訪れた無人島でのひととき～♪忙しい毎日
から解放され、のんびり過ごせた一週間でした！

パーティーは大爆笑の渦！ 食べ過ぎたのか、
笑いすぎたのか、お腹が痛くなる程でした（笑）

４回目のセブ 初めてのセブ島

初めてのセブ
　大富豪の別荘に泊まり、セレブ感を
味わいたくて入会した私です。会報誌
や施設写真集でおおよその事はわかっ
ていたつもりでしたが、やはり実際に自
分の目で見、体験してみると感動は人
一倍でした。おいしい朝食、メイドさん
たちの見送り、出迎え、買い物した物な
ども部屋まで運んでくれ、洗濯も朝出す
と夕方にはきちんとたたんであり、市場
で買って来たマンゴーやパイナップル、
スイカも綺麗にカットしてお皿に盛り付
けてくれて、本当に至れり尽せりの８日
間でした。私のポーター役の主人もここ

では不用でした。ニューハーフショー・マッサージ・ショッピング・無人島での海水浴とバー
ベキュー。全て通訳さんのリサかリーゼルが付いていて、ドライバーさんが連れて行ってく
れるので、英語が話せなくても何も不自由する事なく過ごせました。さよならパーティーで
は、かわいいメイドさんたちのダンスに混じり、小林さんのすばらしい踊りに思わず「弟子に
してください！」と頼んだくらいです。何回も見たい踊りです。ただ今回主人が顔の具合がわ
るくなり（笑）。日焼けとオイルの反応か首あたりから赤く腫れてしまったため予定していた
パラセーリング、シーウォーカー、ボホール島でのターシャ見物等を全てキャンセルし、主人
は病院へ、私はエステへと予定を変更して過ごしました。秋にはまた兄夫婦と一緒に行く予
定です。メイドさん達、通訳のリサさん、リーゼルさん、ドライバーさん、そして一緒に行かれ
た他の１６人の皆さん、本当にお世話になりました。またすぐ行くから待っててネ！！そして
ワールドビッグフォーを紹介して下さった安達さん、村山さんに感謝です。

気温１度の新潟から、３５度のセブ島へ。
どんな旅になるのかワクワクで始まりました！

　昨年誘っていただきましたが、残念

ながら行きそびれ、今年は何十年振り

の修学旅行気分でワクワク、ドキドキで

参加させていただきました。マクタン・

セブ空港に着くと流暢な日本語を話す

現地の通訳さん、ドライバーさんに出

迎えて貰い、メイドさんにもとっても親

切にしていただき、本当に感謝しており

ます。日本が平成から令和にめまぐるし

く移り変わろうとしているとき、ふとセブ

の人たちを思い出しました。メイドさんや通訳さん、現地の人たち、セブ市内のデパートやそ

の他で働いている人々の暮らしぶりを見て、ゆったり、のんびり流れるような人々の動きは、

日本の狂言又は能の世界に身を置いて居るような時の流れを感じました。決して焦らず急

がず、「そろり、そろり」歩くメイドさんの所作、これから先の時代を見据えた建設、建築ラッ

シュ！！まさに発展途上国の象徴ですね。これから先が楽しみですね。もし機会があるなら数

年後のセブも見てみたい気がします。この度ご一緒して下さいました皆さま、大勢を同伴し

て下さいました村山さん、大変だったと思います。本当にありがとうございました。

コーラルポイントリゾートではかわいいメイドさんに
とっても親切にして頂き、本当に感謝しております！

私はエステを２時間半～♪♪この間、主人は病院へ（笑）。
ハプニングはありましたが、至れり尽せりの８日間でした!

この度ご一緒して下さいました皆様、大勢を同伴して
下さいました村山さん、本当にありがとうございます！

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴２年２ヵ月　榎本さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴１年９ヵ月　布川さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴４年９ヵ月　安達さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴１０ヵ月　相田さん
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　今回の旅行の目的は（１）「何故何回
もセブ島に行く人がいるのかな～？」当
然魅力があるので行くとは思います
が、その魅力をこの目で確かめ楽しむ
ことと（２）「遺影でしか見ていない太
平洋戦争でレイテ沖にて若くして戦死
した叔父への慰霊」。７泊の中で感じた
魅力はやはり美しいとしか言いようの
ない、何色もの藍が織りなし透明度の
高い海、目視できるたくさんの魚たちと
白い砂浜。そして今回はボホール島で
の奇観チョコレートヒルズ観光や食事

を摂りながらの川下り、可愛いメガネザルとの出会い。そして安くて長時間のマッサージも
魅力のひとつかと思います。それに加え今回は天候や体調を考慮し、諦めたジンベエザメ
の見物やマリンスポーツ（次回は楽しみたい）も大きな魅力。「１回体験するとその癒しが
癖になるのかな？」と思われます。またビールとマンゴー等の果物、結構いけました。叔父の
慰霊は、亡くなった一番近い所で線香をあげられたことを彼岸の墓参りに報告することにし
ます。１２人参加の旅でしたが、内半分の６人が初めて顔を合わせる方々、サプライズで名
人の採った松茸をセブでいただきました。まさかセブでこの時期に松茸とは、感激！池上さ
んご夫妻のお気遣い、そして食事をする度に初めやや硬かった雰囲気もほぐれ帰国の際に
はサクランボの時期の再会を約束したよい出会いも大きな収穫でした。

叔父の慰霊は、亡くなった一番近い所で線香をあげ
られたことを彼岸の墓参りに報告することにします！

手巻き寿司とカレーの夕食日を設け、メイドさんたちに
教えながら出来上がった料理を皆でいただきました！

　施設に到着して、たくさんのメイドさ
んが出迎えてくれて、とても驚きました。
メイドさんたちは毎日美味しい朝食を
作ってくれて、毎朝マンゴージュースや
パイナップルジュースが飲めたので、体
の調子が良くなりました。プールが４つ
あって驚きましたし、とても綺麗で、天
気が良い日は気持ち良かったです。島
めぐりの際は船を出してくれてパンダノ
ン島まで送ってくれました。船の上では
風が気持ち良かったです。島に到着す
ると、海がとても綺麗でたくさん写真を
撮りました。体が透き通っている魚がたくさんいたり、小さなヤドカリと出会いました。お昼
にはお肉や焼きイカ・エビ等が出て美味しかったです。射撃体験ができる場所に連れて行っ
て貰い、本物の銃の重みと、撃ったときの反動が凄くて、良い体験ができました。夜景が見た
いと頼んだら、『トップス』という所に連れて行ってくれて、上の方から夜景を見る事ができ、と
ても綺麗でした。その日は曇っていて星は良く見えませんでしたが、雲の隙間から見えた星
はとても近くに感じ、今度は雲が無いときに見に行きたいと思いました。帰国前日の朝がと
ても晴れて、朝が苦手な私でも、目を見開き外まで出て写真を撮ってしまうほど、凄く綺麗な
景色が見れてとても感動しました！コーラルポイントリゾートに泊まる事が出来て、本当に良
かったです。この素晴らしい思い出を作ることができたのは、通訳さん、ドライバーさん、メ
イドさん達のお陰です！ありがとうございました！！また遊びに来たいです！！

初めてのセブの旅

初めて顔を合わす方々もいましたが、サクランボの時期
の再会を約束し合い、よい出会いも大きな収穫でした！

プールが４つあって驚きましたし、とても綺麗
で、天気が良い日は気持ち良かったです♪

初めてのセブの思い出 初めてのセブ・ビサヤ諸島巡り

初めてのセブ旅行雑感
　私の旅の目的は珊瑚礁の海を泳ぐ魚
の群を直に見れるシュノーケリングを、
また大空を鳥のように回遊するパラ
セーリングを体験することでした。しか
し、空港からコーラルポイントリゾート
へ向かう車窓より目にする道路の両側
で身を寄せ合うように建つ粗末な家々、
そして特段の目的も無く道路脇に屯す
る子供や若者達の姿は、私の目的と異
次元を感じさせるものでした。一方、リ
ゾートの部屋は調度品も豪華でシャ
ワー室も備わっていて、到着後数時間
にしてセブの明と暗両方を見た気がし
ました。トイレに入るや目に付いたのは
“使用済みの紙は便器に流さず、備え付
けの函にお入れ下さい”但し書き。一瞬
困惑したものの“便の様子がわかるか

らまあよしとするか！”でひと先ず納得。その後シャワーを使おうと思ったら、コードは固定で
きず片手で持って浴びる始末。しかも水圧は低く、温水は更に出が弱い。そう言えば水道水
の整備は観光を売りにするセブ島の緊々の課題かもしれない。リビングでは池上さんから
滞在中の予定、注意事項の説明があった。①朝食はメイドさんたちが用意する。昼、夕食は
原則各自負担とする。②但し、ウェルカムパーティーが一度ある。また私案として手巻き寿司
とカレーの夕食日を設けたので、その日は池上さん、髙山さんが料理法をメイドさんたちに
教えながら作るとのこと。出来上がった料理はもちろんメイドさんたちにも食べていただく。
③今回は通常の遊びに加えて、バディアンゴルフリゾートでも一泊するので、それにかかる
費用、そして通訳さん・ドライバーさん達へのチップを含めて一人○ペソ集めさせていただ
くとのこと。この配慮のお陰で私達は何と気楽になったことでしょう！チップを含めたお金の
裁量は微妙にしてお互いの信頼関係に大きく影響します。今回特段問題なく楽しく過ごせ
たのは池上ご夫妻のお人柄とこれまで積み重ねた実績のお陰であり、私たちは心から感謝
と敬意を表したいと思います。結びに、私たち会員も現地スタッフとの信頼関係構築に努
め、ワールドビッグフォーリゾートがより快適な施設となるよう協力したいと改めて思ってい
ます。

島めぐりの際は船を出してくれてパンダノン島
へ！ 海がとても綺麗でたくさん写真を撮りました！

　今回初めて七泊八日のゆっくりとし

た旅でしたが、天候とお仲間に恵まれ、

充実した楽しい日々はあっという間に

過ぎて行きました。ワールドビッグ

フォーを通してのご縁に感謝です。観光

では水に恵まれているボホール島が、

ますますきれいに豊かになってきてい

るように感じ、恵まれた環境で生活でき

ていることを大切にしなければとの思

いです。十二人の旅でしたので、現地では二台の車をそれぞれの希望と予定に合わせて行

動させていただけたことを、又、十二人の方たちの持ち寄りのお心遣いにより、セブ島で思

いがけず松茸のごはん、カレー、そーめん、おいなりさん等々をいただき、食も楽しませてい

ただきました。どのように過ごしたら楽しんで下さるのか考え、アドバイスと計画をして下

さった池上さんとご一緒された皆様、ありがとうございました。忘れていましたが、バディア

ンゴルフリゾートに一泊した日の朝、現地の方が獲っていたアワビをその場で食べさせてい

ただきましたが、本当に美味しかったです。

水に恵まれているボホール島が、ますますきれ
いに豊かになってきているように感じました！

初めてのセブ旅行を満喫しました！ 滞在中は池上ご夫妻
のご配慮のお陰で、私達は気楽に過ごすことができました！

皆様の持ち寄りのお心遣いで、思いがけず松茸のごはん、
カレー、そーめん、おいなりさん等々食も楽しませて頂きました！

出発日２月１６日（７泊８日）
会員歴１４年６ヵ月　髙山さん

出発日２月１６日（７泊８日）
会員歴１年６ヵ月　湯川さん

出発日２月９日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　白澤さん

出発日２月１６日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　小田切さん
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　今回は８８歳の母を含めて、合計７
名で、再びセブ旅行に出発しました。マ
クタン・セブ空港に無事着き、２日目は
パンダノン島の白い砂浜に行き、絶景
や船員さんが焼いてくれたバーベ
キューを満喫しました。島の子供たち
は、船でセブ島に行き、勉強しているの
だそうです。その日は、小さな子供がト
イレの番をしていて、トイレの掃除をし
たり、利用者からお金の受け取りをして
いました。小さな頃から家庭の手助け
をしている姿は、その国の活気、強さを
感じました。３日目には船でボホール

島に行き、目のクリクリっとした世界最小の愛らしい猿（ターシャ）を１０匹位見学し、チョコ
レートヒルズでは８８歳の母は石段の中腹まで登り、不思議な国の自然の景観を眺めてい
まいた。ロボック川のクルーズでは、民族衣装で歓迎していただきました。また、高い山の谷
間に作られた２つの吊り橋は足元が竹で編んだものでした。しかしながら８８歳の母は、
通訳のダイアナさんの好助手により無事渡りきり、ただただ驚くばかりでした。妻は、来月生
まれてくる孫の為に可愛いターシャのＴシャツを記念に１枚買いました。４日目はセブを
歩くと銘打ってシーウォーキングを楽しみました。海中の魚やインストラクターの熱心な仕
事ぶりに感心しながら、無事海中から脱出できました。午後は全員で本場のオイルマッサー
ジをして貰い、旅の緊張や疲れもお陰さまで癒されました。そして、楽しい思い出多い竜宮
城を後ろ髪引かれる思いで、帰路に旅立ちました。食べ物は「まいうー」ではなく「ラミー」で
全てにサラマットでした。

ロボック川のクルーズでは、民族衣装で
歓迎していたただきました！ ファイア～！！

今年は我が家の神様を連れて共に旅をしまし
た。朝、花をとりに散歩。神様が花でうまります

　ワールドビッグフォーのみなさま。日
頃はたいへんお世話になりありがとう
ございます。おかげさまで、今回３回目
のセブ愛ランドへ行かせていただきま
した。今回のテーマは海遊びです。初セ
ブ２人をお招きして、老若男女５人ツ
アーです！(お一人体調不良で急遽参加
が叶わなくなりましたが)到着翌日から
アイランドホッピングでナルスアン島
へGO！寒い日本の２月、シュノーケリン
グや海遊びは値千金の価値ですね！ど
こまでも続く珊瑚礁の浅瀬に見事に伸
びる桟橋の美しい風景にずっと憧れていました。ところが、時間帯がお昼にかかりたくさん
の人々でごった返しでびっくりでした。しばらくして人々の波も引きゆっくりとシュノーケリン
グでお魚たちとお話ししたりして、海遊びを楽しむことができて感激～。いつまでも帰りたく
なくてギリギリまで泳いでいましたよ～笑。２回目の海遊びはモーベンピックのプライベー
トビーチでゆったり～まったり～シュノーケリング！陸に近いところにもたくさんのかわいい
お魚さんにお会いできるのでうれしいな～笑。他にもショッピングやらエステやら楽しい体
験させていただきみんな大満足です。全員また行きたい～ということになりました（笑）。通
訳さん運転手さんメイドさんマネージャーのアイリーンさん、ワールドビッグフォーだからこ
その安心安全愛情(トリプルA)たっぷりのおもてなしに、今回もあふれんばかりの感謝と感動
をいただきました。ありがとうございます。次回を楽しみにしています。

はじめてのセブ旅行

今回は８８歳の母を含めて、合計７名で再びセブ旅行に出発！船
でパンダノン島の白い砂浜に行き、バーベキューを満喫しました！

ナルスアン島では、ゆっくりとシュノーケリングでお魚たち
とお話ししたりして、海遊びを楽しむことができて感激～♪

ますます感動！ワールドビッグフォー・セブ愛ランド！ 竜宮城ＣＥＢＵ♪

マリア様の国セブ・最高の休日
　何回目か忘れる程、毎年セブを訪れ
ます。毎回違う部屋に泊まるのも楽しみ
で、今年は初めての４階。とてもゴー
ジャス。各階に必ず天使と宝玉を持っ
た龍神が飾られ、強い守護を感じます。
主人の部屋は天使だらけ。ワールド
ビッグフォーが３０年続く理由が分か
る気がします。メイドもクリスチャンで
部屋のドアにマリア様、お土産店でも
バイバイパーティー会場にいてもマリ
ア様を見ます。今年は我が家の神様を
連れて共に旅をしました。朝５時前、暗
いうちからシャワーを浴び、心身を浄化

し、日の出を待ちます。毎日素晴らしい光景。黄金色に光る海面が今回七色に変化し、息を飲
む程美しい！！それを見逃しませんでした。少し明るくなると花をとりに散歩。それから部屋で
プージャ（供え物、お花を神に捧げ、祈る伝統儀式）し、神様が花でうまります。皆の健康、幸
せ平和、旅の安全を祈りました。あたたかく甘い南国の風と花々、珍しい鳥、波の音・・・。アー
トマ（魂）の世界が発展し、８時の朝食まで、自由な静かで美しい、まさに至福の時間が流れ
ていきます。夜、マッサージのお姉さん、テーブルの神様をみて「オーゴッド！サントニィー
ニョ」セブではサントニーニョは幼きイエス像。自分に必ず奇跡が起こると信じられている。
インドでは、クリシュナ。ドイツではギリダリ。呼び名は違っても、愛が人を結びつけ調和と喜
び世界が広がっていくのは世界共通です。愛らしいメイドさん通訳さんに感謝♥美しきセブ
にまた来ます！！Ｐ．Ｓ夜のダンスもモチロン最高ｗｗｗパラダイス！

ワールドビッグフォーだからこその安心安全愛情(トリプルA)たっぷり
のおもてなしに、今回もあふれんばかりの感謝と感動をいただきました！

　娘に連れられて、初めてのフィリピ

ン・セブ島を楽しみました。特に買い物

では物価が安い為、たくさんのお土産

を眺めると、どれもデザインがかわいら

しくて、特にラプラプ公園で買った魚の

置き時計が貝の加工品でとてもキレイ

で気に入っています。時計を見る度に

旅行の思い出をふりかえり、楽しい気持

ちになったのは、娘が海の中で見た世

界を伝えてくれて、私も見てみたいと思いました。シュノーケルを付けて海に入ると、小さな

魚たちがたくさん泳いでいて、それを追いかけながらいつまでも見ていたいと思いました。

セブの気候とキレイな海は長年忘れていた開放的な好奇心を思い出させてくれました。他

にも、スパやネイルをしたり、美味しいフィリピン料理を食べたり、毎日くたくたになるまで遊

べて夢のような５日間でした！あっという間に過ぎてしまいましたが、今度は息子夫婦も連

れてみんなで行けたらと思います。素晴らしい旅行をありがとうございました。

シュノーケルを付けて海に入ると、小さな魚たちがたくさん泳いで
いて、それを追いかけながら、いつまでも見ていたいと思いました！

夜のパーティーでのダンスはサイコ―！
愛らしいメイドさん、通訳さんに感謝！

娘に連れられて、初めてのフィリピン・セブ島を楽しみまし
た！毎日くたくたになるまで遊べて、夢のような４日間でした！

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　高井さん

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８年３ヵ月　喜多さん

出発日３月１日（８泊９日）
会員歴１４年３ヵ月　山㟢さん
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　二年連続で遊びに行かせてもらいま

した！今年は私が六ヵ月間、セブ島にあ

る語学学校へ通っていたので、最後の

締めとして遊びに行きました。長期滞

在していたので、「新たな発見と楽しみ

はなんだろう？」と思っていましたが、な

んと新しい遊びを見つけました。それ

は、サーフボードと魚獲りです。初めて

のサーフボードは難しかったですが、

家族みんなだけでなく、メイドさんも一

緒になって大はしゃぎしました。もう一つの魚獲りは、サーフボード以上の大盛り上がりをし

ました。最初は手づかみで行っていたのですが、網が来てからは、メイドさんも家族も大の

大人がキャッ！キャ！しながら時間を忘れ楽しみました。たった数分かと思いきや、２時間近

く魚獲りをしていました。結果は大量の小魚と近くの漁師さんからもらった魚で大漁でし

た。すっかり日焼けしてしまいましたが、すべて良い思い出です。来年行く時は一人一つの

網と保存用の籠を買って．．．．．．と話すほど熱中しました（笑）。勿論、言う必要もないが、メ

イドさん、運転手さん、通訳さん、全ての方々の対応はとても良く、快適な休日を過ごす事が

できました。感謝感謝です。また来年もこれからずっとお世話になります！！

新しい発見の一つ、初サーフボードにも挑
戦！ 難しかったですが大はしゃぎしました♪

６泊７日の旅が「あっ！」と言う間。とても
充実していた事を実感し、幸せです♪

　マクタン・セブ空港が非常にきれい
になりびっくり。昨年工事中でしたが見
違えるよう。沢山の客を迎える手段とし
てすばらしい造形でした。翌日からパン
ダノン島でＢＢＱ。現地の貝売りをたく
さん値切り、美味しく腹一杯堪能。今回
少し遠くに移動。サンレメーヒョから
フェリーでバンタヤン島サンタフェに一
泊。未知的で少数の観光客、通訳さん
に安い宿泊コテージを探していただ
き、食べて飲んで大満足。翌日は隣の
バージンアイランドにバンカーボート
で４０分程、サンゴがぎっしり敷き詰められ、シュノーケルで遊泳、本当に足を延ばして良
かった。セブサファリの広大な敷地に動物、鳥、爬虫類(錦ヘビ、白ヘビ)白ライオン、ワニ、キ
リン他ラン畑も散策。最後にジップライン約２キロのコースに挑戦！楽しかった！！白ヘビを
拝み幸運を呼び込み、夕方カジノに挑戦。当然稼ごうと思うと負の方向に行く？知恵を絞っ
たかは？別として食事代をゲット！皆と喜び合い乾杯。ネイル・スパ（３時間の高級コース）買
い物とゆっくり忙しく、ドライバーさん、通訳さんにお願いし楽しくいやしました。食事もフィ
リピン料理、韓国、日本、中華他バイキング、イタリアンと全て美味しかった。コルドバの夕暮
れを見ながらの食事も最高。又、サヨナラパーティーでは誕生日ケーキまで出して頂き、朝田
統括さんに大変お世話になりありがとうございました。毎日の洗濯他、ゼル・アントネさんに
感謝。通訳さん、ドライバーさん遅くまで本当に感謝。すべてのスタッフありがとう。

初めての海底遊泳

家族みんなだけでなく、メイドさん
も一緒に魚獲りに熱中しました！

サンゴがぎっしり敷き詰められた海でシュノ
ーケリング、本当に足を延ばして良かった！

いやしのＣＥＢＵ 何度行っても楽しいセブ旅行

エメラルドグリーンの海・そしてエステ
　私は、娘と友人夫妻と一緒にセブ島

旅行を満喫し、本日帰国しました。６泊

７日の旅が「あっ！」と言う間に最終日を

迎える事となり「うわぁー！とても充実し

ていたってことだなぁ。」と嬉しくなりま

した。私たちと同行して下さった鈴木統

括のアドバイスと、通訳のミッシェルさ

ん、ドライバーのベルナルドさんのエス

コートのおかげで、時間を有効に使う

事ができました。鈴木統括のテンポの

いい会話でいつも明るく笑って過ごし

ていました。私が旅の中で一番心に残っている景色は、パンダノン島のエメラルドグリーン

の海と白い砂浜です。太陽の光の様子で少しずつ変化するエメラルドグリーンは、すばらし

いものでした。そして日本では高額の為、人生５０年にして約１０回のエステ経験者の私

が、このセブの旅で３回もエステを受けさせていただくことができました。じっくりとリフト

マッサージを受け、心も身体もリフレッシュしました。価格はとてもリーズナブルでしたの

で、これからセブに行く方は体験してみてはいかがでしょうか。私は、会員歴わずか８ヵ月で

セブ島のコーラルポイントリゾートでの生活を体験させていただき、とても幸せ者です。

ワールドビッグフォーとの出会いに感謝しております。ありがとうございました。

未知的な島では、通訳さんに安い宿泊コテー
ジを探していただき、食べて飲んで大満足♪

　今回は２度目のセブ旅行。空港に着

くとリサさんの出迎えで、ただいま～っ

て感じで嬉しかったです。空港も1年振

りなのになんと綺麗になった事でしょ

う！びっくりしました。そしてコーラルポ

イントリゾートに着いて変わらないメ

ンバーにホッとしました。早速次の日は

マリンスポーツのフルコース。シー

ウォーカー、パラセーリング、バナナ

ボート、シーカヤック、フィッシュスパ、

そして美味しいバーベキューのセット。

特に初めてのシーウォーカーは魚たちがたくさん集まって来てびっくりしました。次の日は島

に渡りました。途中、シュノーケルを使って海に潜って舟から離れた所まで連れて行ってもら

い、見た事の無いような大きなサンゴや綺麗な魚を見ました。そして島に着くと珍しい貝を

持った人達が来て、それをバーベキューにして食べました。浜辺で歌を歌ったりダンスをし

たり、とっても盛り上がって、後は岸の先端まで行き、白い砂浜でジャンプをして、とっても満

足しました。メイドさんの作ってくれる食事も美味しく、朝のフレッシュジュースは最高でし

た。さよならパーティーではバンドとスタッフのダンスで盛り上がり、全員でダンスを楽しみ

ました。海に潜り魚と泳ぎ、おいしい貝や魚を食べて、家の事を忘れて楽しんだ５日間はまる

で竜宮城に行ったような毎日でした。また行きたいです。

家の事を忘れて楽しんだ５日間はまる
で竜宮城に行ったような毎日でした！

旅の中で一番心に残っている景色は、パンダノ
ン島のエメラルドグリーンの海と白い砂浜です！

スタッフの出迎えでただいま～って感じで嬉し
かった。変わらないメンバーにホッとしました！

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴３年　永井さん

出発日３月２日（６泊７日）
会員歴７年１０ヵ月　小谷さん

出発日３月１日（８泊９日）
会員歴９年２ヵ月　中村さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１１ヵ月　山田さん
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　セブ島と２本の橋で行き来できるマ
クタン島の国際空港へ、僅か４時間半
で寒い日本から到着。次の日から日本
人顔負けの気配りいっぱいの通訳のリ
サさんと運転技能抜群のドライバーさ
んに引率されて多いに楽しみました。
早朝５時半出発、フェリーで２時間の
ボホール島に渡り、くねくね山道を車で
１時間程登ると、不思議な三角錐の小
山が“あっちにも、こっちにも”、枯れた
時はまさにチョコレートヒルズになり、
今は新芽で抹茶ヒルズでした。手のひ

らに乗るほど小さいメガネザルのターシャ、色とりどりの珍しくて美しい花々、家では観葉植
物なのにここでは巨大になり、奥深い森を創っているのです。さすがに南国です。ロボック
川のクルーズは風が心地良く、子供達のバンブーダンスはとても上手でした。やってみた
かったのはパラセーリング。落ちないように“ガッチリ”掴んで手が筋肉痛！バナナボート、
シーカヤック、ペダルボートとどれも面白くて楽しくて、笑いジワが増えました。ショッピング
も楽しみのひとつ。すごく素敵なカゴのバックを２個、ドライマンゴーを工場で買い、足の
マッサージで疲れをとり、ネイルサロンで指先をきれいにし、美味しいフィリピン料理、焼
鳥、焼きそば、紫イモのデザート、イタリアンに和食も堪能し、大満足のセブの旅でした。新
しく３つ目の国際空港もできるそうで、益々発展しそうなフィリピンを感じてきました。

やってみたかったのはパラセーリング♪落
ちないように“ガッチリ”掴んで手が筋肉痛！

“百聞は一見に如かず” ４時間足らずでマクタン・セブ
空港へ着いた途端から色 と々分かってきた思いです！

　４泊５日のセブ旅行を楽しんできま
した。今回は６回目で、初めて孫と娘を
連れて行きました。マクタン・セブ空港
に着いたら空港が新しくなっていて、
びっくりしました。そして、通訳の方が迎
えてくれました。なんとその方は、以前
お世話になったリサさんでした。とても
日本語が上手な方で安心しました。リ
サさんがプランを立てて下さり、とても
スムーズで有意義な旅行となりました。
翌日はボホール島に行きました。娘と
孫たちにチョコレートヒルズからの綺
麗な景色を見せたくて、登りにいきました。足腰が心配でしたけど、長い階段を上りきり、一
緒に見る事ができました。３日目は、マリンスポーツを楽しみました。特に孫と娘と３人で
乗ったパラセーリングは風が気持ち良く、上空から眺めるセブの景色は最高でした。４日目
は足のマッサージと初めてのネイルアートをして頂きました。マッサージは１時間ほど体験
してとても気持ち良く身体がとても軽くなりました。ネイルアートは一緒に行った女性メン
バーと体験させてもらいました。爪がとても“キラキラ”輝いて、華やかになり若返った気分で
す。それに、セブ島は食べ物が安くておいしい所がたくさんあります。特に、パスタのお店は
行ってみる価値がありますよ！とっても美味しいです。それに私の大好きなマンゴージュース
は毎日飲めて、とても幸せでした。今回は５日間でしたが、毎日が楽しく、あっと言う間でし
た。リサさん、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。

初海外はセブ島へ

ボホール島に渡り、不思議な景観を満喫！ 枯れた時はまさ
にチョコレートヒルズになり、今は新芽で抹茶ヒルズでした！

今回は５日間でしたが、毎日が楽しく、あっと言う間でし
た！ ７人が仲良く、本当の家族の様で、幸せでしたよ！

孫と娘と一緒の楽しかったセブ旅行 初めてのセブの旅

ラッキーな私
　近くに住む友人ご夫婦は毎年お正月

３ヵ月を過ぎると寒い信州を離れてセ

ブ７日間の旅に行かれます。羨ましいと

指をくわえていた私に偶然セブ旅行の

チャンスが巡って来たのです。友だち曰

く、「貴女は、セブ旅行の為にワールド

ビッグフォーに入会したみたいね！」な

んて言われましたが、突然夢が叶い、凄

く嬉しかったです。“百聞は一見に如か

ず”とはよく言ったものです。“大富豪の

別荘”などと言われてもピンときませ

ん。“何万坪の敷地”などと言われてもピンときません。４時間足らずでマクタン・セブ空港へ

着いた途端から色 と々分かってきた思いです。名前も知らない美しい、芳しい香りの花々や、

南国情緒満点のリゾート別荘。メイドさん、食べ物、セブ島での開発現場。夜のフィリピンの

街並み。生活している人々。次 と々出来る国際空港の意味、本当に目から頭に飛び込んで来

て、楽しい面白い世界の一片を見たような強烈な思いでした。中３日の旅。歳を忘れ“大い

に楽しもうよ”の参加者７人の合言葉で充実した毎日でした。マリンスポーツ。ボホール島

で見たメガネザル。円錐形の小丘。クルージング。ショッピング、毎日何かと雑事に追われて

いる私ですが、ホッとした時、７４才にもなってこんな良い旅をさせて頂いて感謝・感謝で

す。ありがとうございました。

娘と孫たちにチョコレートヒルズからの綺麗な景色を見
せたくて、登りにいきました！ 一緒に見れて嬉しいです！

　祖母に誘われ、祖母と母と私と祖母
の仲間７人でセブを満喫してきまし
た。私は初めての海外だったので、不安
もありましたが、国の気候だけでなく、
通訳さん、メイドさん、ドライバーさん
をはじめ、とても温かく親切で、安心し
て旅行を楽しむことができました。２日
目は、ホボール島へ行きました。以前、
祖母からメガネザルを見せたいと言わ
れており、今回初めて見ることができま
した。見てみると思っていたより小さく
て、目がとても大きく、丸く、可愛らしい
と思いました。その後、近くでココナッ
ツジュースを飲みました。祖母と母と私の３人で飲みました。“すっきり”とした甘さで、初めて
飲んで感動しました。その他、南国ならではのマンゴージュースやパイナップルを堪能しまし
た。日本ではなかなか食べれないマンゴーは新鮮で、パイナップルは“シャキシャキ”で甘味
があり大好きになりました。３日目はマリンスポーツを体験しました。特に印象に残っている
ものはパラセーリングです。南国の綺麗な景色の大空に飛び立つと、一面透き通る海や島々
が広がっており、鳥になった気持ちでした。また、初めての体験で、ずっとわくわくどきどきで
した。私は３泊４日だったので、またまだセブ島の良い所の一部しか見れなかったと思いま
す。今度はゆっくり優雅にセブ島を満喫したいです。連れて行ってくれた祖母、母、お世話に
なった現地の方々に感謝です。ありがとうございました。

念願のメガネザル見学をしたり、マリンスポーツでは“わくわく
どきどき”でした♪またセブ島に行きたいと思える写真です！

名前も知らない美しい、芳しい香りの花々や、南国情緒満点
のリゾート別荘！ こんな良い旅をさせて頂いて感謝・感謝です！

セブ島で食べたマンゴーとスイカはとて
も甘く、フレッシュで美味しかったです！！

出発日２月２３日（３泊４日）
会員歴７年１１ヵ月　斎藤さん

出発日２月２３日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　森本さん

出発日２月２３日（４泊５日）
会員歴７年１１ヵ月　前澤さん

出発日２月２３日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　柳沢さん
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