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ごあいさつ
豊かな自然環境が広がるセブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！

幸福に満たされる充実したひととき、敬老の精神が豊富な国民性のフィリピン人は

いつでも優しい笑顔で持て成してくれて私達が心までも微笑む南国のオアシス。観光資源が

豊富なセブ島の様々なアクティビティー体験では元気を育み、体調管理を目的とした定期的な

ご利用でも「絶大なる自然治癒力効果」を体感できるセブ島はまさに大自然が彩る絶好の環境と

言えるでしょう。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！大人気のアイランドホッピングは

もちろん、老若男女を問わずご満喫頂けます観光地巡り等、南国の楽園セブ島で人生観も

変わるほどの素晴らしい体験の数々をご家族やご友人と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。
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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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いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ!フィリピンの「定番料理」をご存知ですか？一度訪
れると、またすぐ行きたくなる！そんな抜群の人気とリピータ率を支えているセブ島の魅力のひとつ
がフィリピン料理です。“ホスピタリティー”で魅了するセブ島・ワールドビッグフォーリゾートでは、専
属通訳、ドライバー、メイドスタッフが皆様の快適な滞在をサポート致します。ツアー旅行では味わ
えない究極のプレミアムステイを存分にお楽しみ下さい。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。
（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９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

１０／０１～０３／３１￥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 

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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　昨年と同時期の６月１４日から２１

日まで、太刀川さんはじめ楽しい皆様

と一緒に５回目のセブを満喫して来ま

した。今回の旅の目的の一つ、動物園。

長い道のりを登り、やっと着いたら運悪

く休館日でした。残念という気持ちもあ

りましたが、それまでの間のワクワク、

ドキドキ感、景色、また仲間たちとの会

話で次の旅の楽しみとなりました。ドラ

イバーさん、通訳さんにもお世話にな

り、７４才を過ぎた今回もまた見るも

の聞くこと、一番の食べること、すべて新しい体験でした。特に今回体験した中で印象に残っ

ているのは、フラワーパークの美しさ。広い敷地に色とりどりの花、何処を見ても写真スポッ

トになる心躍る場所でした。きっと次回訪れる時は、もっと驚かせていただけると思ってい

ます。楽しみです。そしてジップライン。こっちの谷とあっちの谷を渡り、飛び出すまではとっ

ても怖い！！足はブルブル手は汗ばんで…覚悟を決め背中を押してもらい飛び出すと恐怖感

はなく、気持ちよく最高でした。私たちが普段を忘れ楽しく過ごせたのは、ワールドビッグ

フォーのスタッフは勿論、現地のドライバーさん、通訳さん、メイドさん皆様のお陰です。あ

りがとうございました。次回もよろしくお願い致します。

足はブルブル手は汗ばんで…覚悟を決め背中を押し
てもらい飛び出すと恐怖感はなく気持ちよく最高でした！

今回初めて会った新潟の方たちと１２人で楽しい
旅行が出来、またまた逢える日を楽しみにしています！

　とても期待していたセブ旅行でした

が、到着の翌日、体調を崩してしまいま

した。しかし、通訳さんやドライバーさ

ん、メイドさんたちが、こちらの状況に

合わせて対応し、予定をうまく変更する

ことが出来、ありがたかったです。おか

げさまで翌日には回復し、旅行を楽し

むことができました。私はセブの旅行

中『どうしてもドリアンを食べてみたい』

という望みがあり、そのことを通訳さんに伝えると、色々なお店で食べごろのドリアンがある

かを聞いてくれ、ようやく購入することができました。初めてのドリアンは・・・！匂いと味はと

もかく良い経験でした（苦笑）。また、シーウォーカーやシュノーケリングを行い、美しい海と

綺麗な魚を楽しむことができました。そしてガイドブックには載っていなかった【パパキッ

ツ】に連れて行ってもらい、一度はやってみたかった乗馬やジップラインなどスリルある体験

と自然を満喫することができました。本当に思い出深いセブ旅行となりました。ぜひまた行

きたいです。

２度目のセブ島

楽しい皆様と一緒に５回目のセブ♪「今回もまた見るも
の聞くこと、一番の食べること」すべて新しい体験でした！

やっと食べられたドリアン♪匂いと味
はともかく良い経験でした♪（苦笑）

楽しかったセブ旅行 ５回目のセブ旅行

２回目のセブ島
　今回は、２回目のセブ島です。昨年初

めてセブ島に行った時、主人と友人だ

ちからワールドビッグフォーの話を聞

き、帰国後、私も直ぐに会員になり、今

年も夫婦で参加することが出来ました。

前回行けなかった、マクタン島のロア

イ、ボホール島のロボック川と、かなり

タイムリーなスケジュールでした。ちょ

うどテレビ朝日の『旅サラダ』でセブ島を紹介していたコースと同じで、フラワーマウンテン、

メガネザルの所にも行けて、楽しい時間を過ごすことができました。今回、姪夫婦にもワー

ルドビッグフォーの会員になって貰いました。今度、是非一緒にセブ島に行きたいと言って

いたので楽しみにしています。今回初めて会った新潟の人たちと１２人で楽しい旅行する

ことが出来、またまた逢える日を楽しみにしています。

体調を崩してしまいましたが、スタッフの皆
様のお陰で回復し、楽しむことができました！

　昨年に続き２度目のセブ島。昨年は
ご紹介下さった中山さんたち５人で初
めてのセブの旅。すべてが不安だらけ
でしたが、経験者の中山さんがご一緒
だったので安心でした。今回は友人と
の二人旅、ちょっぴり淋しい旅。昨年経
験しているので不安も少なくなりまし
たが、それでも空港に着いて通訳さん
にお会いするまでは心配でした。成田
発が１時間以上遅れたのでより心配で
したが、出口でミッシェルさんの笑顔を
見た途端に不安がふき飛びました。１
時間以上お待たせして申し訳なかった
です。今回は前回行けなかったボホール島に行くことが出来ました。友人があこがれていた
生演奏付きのロボックリバークルーズ、船上でのお食事、かわいいメガネ猿のターシャ、イン
スタ映えする蝶々園での写真撮影、素晴らしい景色のチョコレートヒルズ、朝早くからご案内
下さったミッシェルさん、おかげ様で素晴らしい一日でした。もう一つの目的が施設内で体
験出来るアロママッサージ、毎晩が至福のひとときでした。リゾート地でのマッサージは主
婦の憧れ、夢の時間です。友人共々、セブ旅行の楽しみのひとつです。今回も夕食は毎日違っ
た各国の料理を味わいました。どれも大変美味しく、安い金額なので日本では考えられない
程です。私たちは毎日、朝から晩まで楽しく充実した時間を過ごす事ができました。来年もま
た行ける様に頑張りたいと思います。朝早くから夜遅くまで対応していただいたメイドさん、
通訳さん、ドライバーさん、門番さん、ガードマンさんたちのおかげです。本当に皆さんたち
には感謝・感謝です。ありがとうございました。

私たちは毎日、朝から晩まで楽しく充
実した時間を過ごす事ができました！

今年も夫婦で参加することが出来ました♪丁度、『旅サ
ラダ』でセブ島を紹介していたコースを楽しんできました！

前回行けなかったボホール島に行くことが出来、友人が
あこがれていた生演奏付きのクルーズを楽しみました♪

出発日６月５日（４泊５日）
会員歴２年１０ヵ月　足立さん

出発日６月１４日（７泊８日）
会員歴９年１１ヵ月　小山さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　燕さん

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴９年　林さん
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　日本出発から帰るまでずっと

天気に恵まれました。マクタン･

セブ空港に到着し、とってもき

れいな空港だと思っていたら、

去年も来た人もいて全く違うと

言っておられました。その言葉

でセブはどんどん発展して行く

んだと実感しました。それから

ワールドビッグフォーの迎えの

車に乗り、コーラルポイントリ

ゾートへ向かう途中、車、バイ

ク、人々の多さに感心し、日本では絶対真似は出来ない運転技術のすごさ

に驚きながら、夕食はフィリピン料理のお店に案内してもらいました。料

理もおいしかった。翌日からマリンスポーツ、島めぐり、マッサージ、ア

メージングショー等々、思いっきりセブを満喫しようと思い、皆で色々と

コースを組み “いざ出発！！”。朝早くから寝るまでコーラルポイントリゾー

トでのんびりする暇もなく・・・。ちょっと欲張り過ぎたのかな？（笑）あっと

いう間に５日間は過ぎてしまいました。通訳さん、運転手さん、スタッフの

皆様のお陰で何の不自由もなく過ごせたことに感謝しながら、無事帰路

につきました。

朝早くから寝るまでセブを満喫！
ボホール島にも足をのばしました♪

父が楽しんでいる様子を何ども見れて、今まで
出来なかった親孝行をさせてもらえたと思います！

　 是 非 １ 回 は 行ってみ た いと
思って参加できる機会を待って
おりました。やっと念願叶って今
回参加する事が出来ました。太
刀川さん、小山さんにおんぶに
だっこでの７泊は不安もありま
したが、過ぎてみればアッとい
う間の７泊８日でした。初めて
体験する事が多く、まずコーラ
ルポイントリゾート敷地内の花
や樹木、海、南国そのもので感
激です。毎回いろいろの国の料
理を食べ、生フルーツジュースをとってもおいしくいただきました。パラ
セーリングとシーウォーカーの写真がなくて残念でしたが、皆さんの写真
を見て、私も同じ事をやったと実感しております。６日目、ボホール島に船
で渡ってメガネ猿の写真をと撮ったり、パンダノン島でバーベキューもご
馳走になり、砂浜で遊んで楽しいひとときを過ごしました。３人の７泊組
に４日目から加わった埼玉２人組で、計５人で残り４日間も楽しく過ごす
事ができました。毎日おいしい果物、生ジュースをいただき、楽しく幸せな
日々を過ごさせていただきました。ワールドビッグフォーのスタッフの皆
さん、太刀川さん、小山さん、同行の皆様、楽しい７泊８日のセブを満喫さ
せていただき本当にありがとうございました。

初めてのセブ島

セブはどんどん発展して行くんだと実
感しました！身体がついていけません！！

お世話になった太刀川さん、小山
さんと私はジュースでカンパイ！！

楽しい７泊８日のセブ旅行 セブ　初心者

父を連れてセブ島！
　今回、定年して５年を迎える父を連
れて、初めてのセブ島に行かせていた
だきました。父と海外旅行なんて初めて
です。ましてや父は母との新婚旅行以
来、海外旅行をしたことがありません。
なので、正直私も父に喜んでもらえるか
不安でした。でもそんな不安はマクタ
ン・セブ空港に到着するや否やすぐに
払拭されました。挙動不審な私たちを
通訳のリゼルさんがいち早く見つけて
くれて笑顔で歓迎してくれました。歳の
近いリゼルさんとは直ぐに仲良くなり

ました。どこへ行くときも通訳をしてくれて、困ることはほとんどありませんでした。父のこと
もいつも気遣ってくれて本当に助かりました。観光はボホール島やラプラプ公園、現地のお
寺やマンゴー工場に連れて行って貰いました。もちろん観光も楽しかったのですが、私が現
地に行って一番印象に残ったことは、決して恵まれているとは言えない環境で、小さい子供
や女性がたくましく働く姿や、外で元気に遊ぶ子供たちでした。知恵を絞り生活を楽しんで
いるようにも見えました。この異文化経験により、自分が忘れかけている謙虚さと感謝の気
持ちでいっぱいになりました。大変大きな収穫を得ました。また、父も最初は現地の治安や
飛行機に不安を感じていましたが、この旅行の最中、楽しんでいる様子が何ども見れて、今
まで出来なかった親孝行をさせて貰えたと思います。ありがとうございました。

毎日おいしい果物、生ジュースをいただき、楽
しく幸せな日々を過ごさせていただきました♪

　６月１４日から４泊５日で初
めてのセブ島に友だち夫婦と３
人で参加しました。夜にセブ・マ
クタン空港に到着して、街灯と
信号が少なくバイクが多い中、
ドライバーさんのみごとな運転
でコーラルポイントリゾートに
着きました。翌日の市内観光は
ドライバーさんと通訳さんのお
かげで、安心して旅行が楽しめ
ました。メイドさんが作ってくれ
た美味しい朝食を食べて、私た
ちが出掛けている間にクリーニ
ングまでしてもらい大変助かり
ました。私はセブでマッサージをすることが目的の一つでした。ちょっと
ハードなスケジュールの中、部屋でオイルマッサージとお店でストーン
マッサージを体験して大満足でした。パラセーリングで空を飛び、島では
メイドさんたちがバーベキューの準備をしている間に、私たちは透き通っ
た海でプカプカ浮いて贅沢な時間を過ごしました。セブ島最後の夜は、生
バンド付のパーティーでした。メイドさんたちのダンス、私たちも一緒に
盛り上がり楽しい時間でした。帰る日は朝が早かったので空港で朝食を食
べる事にしました。朝食代でちょうど両替したペソを使い切りました。今回
のセブ旅行で一緒だった皆さん、ドライバーさん、通訳さん、メイドさん、
大変お世話になりました。ありがとうございました。ステキな出会いに感
謝です。次回はゆっくり、のんびりとセブを楽しみたいと思います。

次回はゆっくり、のんびりと
セブを楽しみたいと思います！

初めてのセブ島でしたが、どこへ行くときも通訳をしてくれ
て、父のこともいつも気遣ってくれて本当に助かりました！

友だち夫婦と３人で参加しました。パラセーリング
で空を飛び、海でプカプカ浮いて過ごしました♪

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　渡邉さん

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　飯塚さん

出発日６月１４日（７泊８日）
会員歴８年２ヵ月　高橋さん

出発日６月２１日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　八木さん



5 6

　今回は初対面で1歳９ヵ月の男の子

を連れた伊藤家の皆さん５名と細や

かなスケジュールを調整して案内して

くれた池上さん、私たち同級生３名。私

は１年半ぶりのセブでしたが、マクタ

ン・セブ空港に着くと、空港が改装され

ていて快適になっていることに驚きま

した。５月はブーゲンビリアが一番咲く

時期と聞き、満開に咲く南国の花に満

足でした。翌日はパンダノン島に行き、

青い海に入り、熱帯魚がいる海の水は

温かく、温泉効果も有ると聞いていたので、たっぷりと浸かりました。３日目はボホール島へ

行き、チョコレートヒルズ、メガネ猿を見たり、舟上バイキングを楽しみました。夕方７時過

ぎにコーラルポイントリゾートに帰る車中から見る風景は、道路脇に犬やチャボが放し飼

いになっていて、車にはねられることもないこと、人々は玄関先や外灯も無い所に涼んでい

るのか、多くの人が外に居る様子は不思議な光景でした。セブの発展が楽しみです。また、

今回は出発時のセントレア空港で声をかけてくれた三重県から来た芝原さん、成田空港か

ら出発して合流したお姉さんの五味さん姉妹と一緒に島めぐりと夕食を共にし、楽しい時間

を過ごしました。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。

ボホール島へ行き、チョコレートヒルズ、メガネ
猿を見たり、舟上バイキングを楽しみました♪

島めぐりではスコールも体験！ 明日はもう帰ら
なければ……。「帰りたくない」と思いました♡

　主人がセブ島に行ってみたいと言い、
思い切って計画を立て、初めて池上さん
御夫妻と１２人の方たちと一緒にセブ
に行って来ました。皆さんとは全員初対
面でしたが、徐々に仲良くなり、楽しい七
泊八日間の旅でした。セントレア空港か
ら、マクタン・セブ空港へ。通訳さん、メイ
ドさん、ドライバーさんたちに迎えられ
コーラルポイントリゾートへ。素晴らしい
部屋に案内され、朝、テラスから見た景
色はまた素晴らしく、南国の花、ブーゲン
ビリアと色んな花々が咲き、その先はエ
メラルドグリーンの海が広がり、あまりの
美しさに感動しました。朝食に美味しい
マンゴージュースを初めていただきまし
た。池上さんと皆さんで七日間を楽しく
優雅にゆっくり満足できる旅にと計画を
立てて色々な場所に案内して下さいまし
た。無人島で海に潜り熱帯魚を見たり、ボホール島へ船で行きチョコレートヒルズの山々、大自
然を満喫し、遊覧船での川下りで、バイキングをいただき、可愛いターシャに会いました。夜は
歓迎会を催して下さり、メイドさん全員でダンスして大いに盛り上がり楽しいひと時でした。次
の早朝、一泊でバディアンゴルフリゾートへ。ゴルフ場があり皆さんとゴルフ初体験しましたが、
ご迷惑をお掛けしてしまいました。ジンベエザメを観に行きましたが、波が高くなり結局私たち
２人しか船に乗れませんでしたが、自然界にいるジンベエザメを真近に観てびっくり！感動しま
した。他の方たちには申し訳なく、ただただ感謝しか有りません。他にパラセーリング、バンカー
ボートに挑戦。またまた初体験でスリルを満喫しました。他にもニューハーフショー、買い物、
マッサージ、寺院の見学と大いに楽しんで来ました。お天気に恵まれ最高のセブの旅でした。今
回のセブ旅行は池上御夫妻に本当に良くしていただき、そして仲良くなった方たちも、皆さん良
い人たちばかりで感謝しかありません。夜の食事は皆さんが持ち寄って下さり、まつたけ御飯、
カレーチャーハン、お漬物等々、たくさん美味しくいただきました。またセブの料理も美味しい物
ばかり、珍しいフルーツも食べました。それぞれ皆さんにお世話になり、ありがとうございまし
た。このワールドビッグフォーを紹介して下さった小林さんのお陰で、こんな素晴らしい旅が出
来たことに感謝しております。皆様、本当に有難う御座いました。

２年ぶりのセブ

熱帯魚がいる海の水は温かく、温泉効果も有
ると聞いていたので、たっぷりと浸かりました！

楽しい七泊八日間の旅でした！ こんな素晴ら
しい旅が出来たことに感謝しております♪

初めてのセブ島 満開のブーゲンビリア

二度目のセブ旅行
　二度目のセブ旅行です。新緑の五月

末、総勢九名でセントレア（中部国際空

港）から出発です。二年半ぶりくらいの

セブ旅行！なので少し余裕です！マクタ

ン・セブ空港に着いたのは夕方です。夜

景がとっても良かったです。夕食は途中

でフルーツとピザを買って、コーラルポ

イントリゾートでウェルカムドリンクの

マンゴージュースと一緒にいただきま

した。あのトロっとしたマンゴージュー

スを飲むとセブに来たと実感します。二

日目は島めぐりでパンダノン島に行き磯遊びをし、メイドさんたちが作ってくれたお昼をい

ただきました。お肉を焼いたものなど、とっても味が良く、「何の味付けをしてあるんだろ

う？」と思いながらいただきました。スコールに合い、現地のグループの人たちの中に入り、

一緒に雨宿りさせてもらいました。三日目はボホール島へターシャに会いに行きました。係

りの人がターシャの近くにいて写真をとってくれてとっても親切な人でした。夕方マッサージ

にも行き、疲れもとれたかな？四日目は女性群数人でショッピングに出かけ、時間の経つの

も忘れ、思う存分楽しみました。あっという間の四日間、明日はもう帰らなければ……。「帰り

たくない」と思いました。メイドさん、通訳さん、ドライバーさん、お世話になりました。

「主人がセブ島に行ってみたい！」と言い、思い
切ってセブ島へ！初めてのセブ島を満喫しました！

　中部セントレアから４時間の空の旅
をして、セブの新しくなった空港に着い
て、２年前に来た時とは違ってとてもき
れいでびっくりしました。今回は友人３
人と主人との５人の旅です。この内、御
夫婦の方は初めてのセブなので、セブ
の楽しさ、コーラルポイントリゾートの
素晴らしさを充分に味わって欲しいと、
目いっぱいのスケジュールでした。ラプ
ラプ公園、山のお寺からバディアンゴル
フリゾートへ、お昼に到着してから１８
ホールのゴルフ。夜は美しい夜景を見
ながら、アジの塩焼き等でカンパイ！次
の日、ジンベエザメを見に行きたいと、
３時起き、４時出発。とても楽しみで早起き等、なんのそのでした。バディアンゴルフリゾート
とは反対側の海へ、沢山の人が集まって来てましたのでびっくりしました。餌付けしている自
然の海へ沖からやってくるジンベエザメを小舟に乗って観に行きます。私だけがケイタイの
防水カバーを買って、シュノーケルをつけて海に入りました。さあ写すぞと楽しみにして、海
中に居るジンベエザメがエサにつられて沖の方から回遊して来たところ、ここだ！とケイタイ
を構えましたが、カバーをしているのでうまく作動しません。あせって操作していると目の前
に！！本当に手に届く所にいてびっくりして、あわてて離れました。５・６ｍ離れて下さいと注
意されていたのに、船頭もあわてていたそうです。本当に楽しい思い出ができました。午前
中にバディアンゴルフリゾートに帰って、また１８ホール楽しみました。次の日、お昼頃バ
ディアンをあとにし、夜はヒルトップで夜景を楽しみ夕食はスペイン料理。翌日はパンダノン
島へ、友人たちはその前にパラセーリング、この日も楽しく一日が終わりました。

近くにジンベエザメ！！ 本当に手に届く所に
いてびっくりして、あわてて離れました♪♪

二年半ぶりのセブ旅行♪ふたを開けたらあっという間の
四日間！！時間の経つのも忘れ、思う存分楽しみました！

初めてセブに来た御夫婦の方にも楽しんでい
ただきたく、目いっぱいのスケジュールでした！

出発日５月１１日（７泊８日）
会員歴９年９ヵ月　木村さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　関さん

出発日２月１６日（７泊８日）
会員歴１年１０ヵ月　安藤さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴４年　伊藤さん
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　私と姉は初めてのセブ島旅行、そし
て仲良しの友だちと一緒に楽しい旅の
始まりです。一日を思う存分楽しみたい
と行きは早朝から出発し、成田発９時
３５分、帰りはセブ発１４時５０分発
で頑張りました。マクタン・セブ空港で
は通訳さんとドライバーさんが迎えに
来て下さり、早速市内観光。車窓からの
フィリピンの人たちの生活風景に驚き
と感慨深いものがありました。夕食は
フィリピン料理、コーラルポイントリ
ゾートへ着くまでは交通渋滞でしたが、

遅くの到着でもメイドさんたちはとても笑顔でした。二日目はカワサン滝へ。三日目のジン
ベエザメと一緒に泳ぐ体験の為バディアンゴルフリゾートに一泊、夕食前のマッサージは
気持ちが良かったです。三日目はいよいよジンベエザメと泳ぐことに、シュノーケル初体験
でアップアップでしたが、なんとか餌を食べる姿を観察することができました。夕食はスペ
イン料理。四日目はマリンスポーツ（シーウォーカー・バナナボート・パラセーリング他）
キャーキャー騒ぎながら歳のことも気にせずたくさん楽しみました。夕食は美味しいシー
フード、帰る途中でまたマッサージ・顔エステでリラックス。最終日は朝早く起きて、コーラル
ポイントリゾートの花いっぱいのお庭散策・静かな海・青い空でとても癒されました。５日
間は通訳さんとドライバーさんが常に一緒で安心で、買い物、食事、遊び……ほかどこにで
も連れて行ってくれました。そして優雅なコーラルポイントリゾートに宿泊出来て、本当に満
足の旅行でした。

ジンベエザメウォッチングでは、シュノーケル初体験でアップアッ
プでしたが、なんとか餌を食べる姿を観察することができました！

ジンベエザメウォッチングは感動でした！ 予約等も先に先に
行動してくれるので、知らない土地でも安心して遊べました！

　久しぶりの海外旅行。池上さん、初対

面の伊藤ファミリー５名、私と同級生３

名。一行９名でセブに向かいました。マ

クタン・セブ空港に着くと、通訳さん、ド

ライバーさんの出迎えがあり、宿泊地

へ向かいました。途中でフルーツをた

くさん売っている所へ寄り、マンゴー、

バナナ、マンゴスチン等を調達しコーラ

ルポイントリゾートに到着。メイドさん

たちの笑顔に迎えられ、早速メイドさ

んたちがマンゴーを切ってマンゴー

ジュースを作ってくれ、通訳さんが用意してくれたピザで夕食となりました。翌朝は目の前に

広がるエメラルドグリーンの海と満開に咲くブーゲンビリアに感動！３日目はパンダノン島

に行き、ゆったりとした時間を過ごし、ドライバーさんたちが焼いてくれたバーベキューと

ビールで乾杯。４日目は朝日が見られるほど早起きしてボホール島に行き、極小の「めがね

猿」を見たりチョコレートヒルズに登りました。昼食は舟上バイキングでしたが、生バンドの

演奏もあり、料理も良く楽しかった。セブは近代的なビルも有ればトタン屋根の家も有り、昔

の日本を思い出す「のどかな風景」があり、今後の発展が楽しみです。日本には無い小さな

乗り合い車やバイクの後ろに人を乗せて通勤するバイクタクシー？三輪車等が走っていて愉

快だった。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんたちの親切な対応に感謝です。

「妹と娘と」

初めてのセブ島５日間の旅！ 頼れる通訳さんとドライバーさ
んが常に一緒で安心で、買い物、食事、遊びを満喫しました！

日本には無い小さな乗り合い車やバイクタ
クシー？三輪車等が走っていて愉快だった！

のどかなセブの風景 初めてのセブ旅行

セブ島
　去年、初めての海外旅行。姉妹４人
でハワイ旅行をしました。その後、２度
目のハワイにも行きました。今年は令
和になり、妹、妹のお友だちと私の４人
で初めてのセブ島に行くことになりまし
た。お友だちはベテランで何どもセブ
島に行っているので、計画もまかせて
心配なく行くことが出来ました。朝５
時、家を出発。成田空港に７時に着きま
した。セブへは午後２時に着きました。
ドライバーさん、通訳のダイアナさんが
お迎えに来ていただき、迷うことなくセ

ブの街に行きました。何処に行くのもダイアナさんが付いてきてくれるのでとても安心でし
た。カワサン滝を見に行き泳いだり、次の日はジンベエザメを見るため、朝早く起きて移動
し、４時間掛かってジンベエザメをすぐ側で見て感激！！驚きました。その時も、通訳のダイア
ナさんが順番を取ってくれたり、何でも先に先に行動してくれるので、知らない土地でも安
心して遊べました。次の日はマリンスポーツのパラセーリング、シーウォーカー、シュノーケ
ル、シーカヤック、バナナボート、ペダルボートを７０過ぎてこんなにたくさんのマリンス
ポーツを遊ぶことが出来ました。最後はフィッシュスパ（小魚が肌の角質を食べてくれる）は
ちょっと気持ちが悪かったけど、最高に楽しかった。７２才でも遊べることが幸せでした。そ
の間、待っていてくれるドライバーさん、ダイアナさんに感謝です。ありがとうございました。

朝日が見られるほど早起きしてボホール島へ！極小の
「めがね猿」を見たりチョコレートヒルズに登りました！

　妹に誘われて一大決心でセブ島に

行きました。娘が結婚してしまっては一

緒に行く事も無くなってしまうと思い、

娘も誘って一緒に行きました。セブ島

に到着してみると、通訳さんドライバー

さんの出迎えに感激し、メイドさんの出

迎えに感激し、部屋の広さに驚き、外の

景色に驚き、見るものすべてに驚きで

した。こんなに丁寧に接待して下さっ

て、ゆったりと過ごすことが出来て、とて

も幸せな時間を過ごさせていただきま

した。何処に行くのにも、通訳さん、ドライバーさんが一緒に行って下さるので、迷う事無く安

心して観光が出来ました。以前からやってみたかったパラセーリング、シーウォークもするこ

とが出来て嬉しかったです。せっかくセブ島に来たのだからと思い、ボホール島のチョコ

レートヒルズへの観光も行きました。途中、ターシャも見る事が出来ました、とても小さく可

愛らしいお猿さんでした。毎日のように、地元のスーパーマーケットに行き、セブ島の食料品

を見たり、野菜や惣菜を買ったり、そしてその野菜をメイドさんが美味しく野菜炒めにして下

さいました。何もしなくても食事が出来るのには感激しました。このような至れり尽くせりの

旅行にまた是非行きたいと思いました。

妹に誘われ一大決心！ 娘と共に至れり尽くせり
のセブ旅行に「また是非行きたい！」と思いました！

パラセーリング、シーウォーカー、シュノーケル等、７０過ぎ
てこんなにたくさんのマリンスポーツで遊ぶことが出来ました！

チョコレートヒルズの絶景です！ 通訳さん、ドライバーさんが一
緒に行って下さるので、迷う事無く安心して観光が出来ました！

出発日５月７日（４泊５日）
会員歴６年１ヵ月　山下さん

出発日５月１５日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　米川さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴３年５ヵ月　窪田さん

出発日５月１５日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　八木さん
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　子育てや仕事に一段落し、自分の時
間に少し余裕が持てるようになり、セブ
島行きを計画しました。居住地が離れ
ている姉と大胆にもセブ島で待ち合わ
せ！という不安いっぱいな旅の始まり！
「何が不安？」一人で飛行機を乗り降り
すること。手続き、言葉、お金、風土等す
べてが不安でした。でも、マクタン・セ
ブ空港に着くと待っていてくれていた
通訳さんの笑顔や日本語で語りかけて
くれたことで、先の不安が一気に払拭
されました！また、参加されていた池上

さん一行とも親しくさせていただき、旅をより楽しく過ごせました。２日目、白い砂浜のパン
ダノン島へ行き“温泉気分”で入った海、貝探しを楽しみました。少し雨に降られましたが、美
味しいバーベキューを食べました。後、全身マッサージ、夜は池上さん一行が持参してくれ
た食材で作ってくれた夕食を一緒に食べました。３日目も船に乗り、着いた島はボホール
島。眼鏡猿、蝶 と々の出会い、船上での昼食、チョコレートヒルズ見学、これまた感激にあり
余る一日でした。夕食はフィリピン料理を食べました。４日目は、是非したかったシーウォー
カー、パラセーリング、バナナボートに乗り、どれも最高の気分になれるマリンスポーツ体験
でした。マンゴー工場、シューマート（ＳＭ）での買い物、手足のネイル、マッサージもしまし
た。夕食はシューマートでバイキング料理を食べました。とにかく、早朝より夜遅くまで私た
ちに寄り添いお世話をしてくれた通訳さん、メイドさん、ドライバーさんに感謝！まだまだ発
展途上の国！すべての人々の生活水準が近くなることを願っています。

白い砂浜のパンダノン島へ！ “温泉気分”で入った海で貝探し
を楽しみました！ランチは美味しいバーベキューを堪能しました♪

レイテ島では戦争で亡くなった方のお墓なども色々
案内して貰い、とても貴重な体験が出来ました！

　娘を連れての２度目のセブ島旅行で
した。２歳になった娘と一緒の初海外
はドキドキ、ワクワク、でもそれ以上に
娘は飛行機に乗れることや海で泳ぐこ
とにとてもはしゃいでいました。ちょっ
ぴり贅沢にプレミアムエコノミーに乗
り、無事空港に到着。あまりにもきれい
になったマクタン・セブ空港に驚きまし
た！お迎えの車に乗りコーラルポイント
リゾートへ。先にセブ入りをしていた知
り合いグループとも合流。久し振りのこ
の空気と変わらないスタッフさんたち
の顔触れに安堵しました。今回は少し長めに滞在できたので、プールに入ってのんびりした
り、ショッピング、観光、ニューハーフショーと盛り沢山でした。その中で一番良かったのがジ
ンベエザメと一緒に泳げたことです。美しい海とお魚たちに感動しました。娘にとっては見る
ものすべてが新しい体験、またメイドさんたちがよく遊んでくれるので終日ご機嫌でした。５
年前に訪れた時とは考えられないほどの成長を遂げているセブ。これからが楽しみです。し
かしながら、まだまだ貧困が激しく、路上で生活している子供たちもたくさんいます。この現
実をしっかり受け止め、今私ちちがあたり前のように普通の生活ができていることにつくづ
く感謝しなければならないと思いました。そして、こうして素晴らしい旅を提供してくれる
ワールドビッグフォーとのご縁にも感謝です。家族でとても楽しい旅になりました。お世話に
なったスタッフの方々、本当にありがとうございました。

初めてのセブ！！

姉と２人初めてのセブ島へ！お世話をしてくれ
た通訳さん、メイドさん、ドライバーさんに感謝！

プールに入ってのんびりしたり、ショッピング、観光、ニューハ
ーフショーと盛り沢山で家族でとても楽しい旅になりました！

２度目のセブ島 初めてのセブ島へGO!

３回目のセブ
　３年連続でいつもの友と遊びに行っ

て来ました。この季節に行くのは初めて

です。趣味で色々な花鉢や小菊盆栽を

作っているので、水やりの心配があった

のですが、主人に頼み出かけることが

出来ました。今回は、３日目に一泊でレ

イテ島に行って来ました。戦争で亡く

なった方のお墓なども色々案内して貰

いました。レイテ訪島の一番の目当て

はパイナップル畑です。現地の方が馬に乗り、２人１組でパイナップルの収穫をしていまし

た。その場で皮をむいて貰い食べることが出来、とても美味しかったです。もう一つは乗馬

体験です。一度でいいから乗ってみたいと前から思っていたので、それが実現出来、大満足

でした。３回目ともなると、セブの様子も良くわかり、また、スタッフの皆さんともすぐに仲良

くなり、とてもリラックス出来ます。毎日海に入り小魚を見たり、美しい花をボーっと眺めた

り、ネイルにマッサージ。８日間が短い位に充実しており、とても楽しい旅でした。いつも一

緒に行ってくれる友に感謝です。有難うございました。また行きまーす。

娘にとっては見る物すべてが新しい体験だったセブ旅行♪
私もジンベエザメと泳ぎ、美しい海とお魚たちに感動しました！

　行きたかったセブ島にやっと２人で
行けて感激！！マクタン・セブ空港で待ち
合わせだったので、一人で行くのには
不安でしたが、無事にセブ旅行へ行け
て自信がつきました。妹が中部国際空
港で偶然一緒になった長野県の池上さ
んに声をかけていただき、次の日２人
では行けないパンダノン島にもグルー
プの方 と々一緒に参加させていただき
ました。一日中、海で童心に返って寛ぐ
ことが出来ました。その上、夜もディ
ナーに誘っていただき、大変お世話に
なり最高の夜を過ごさせていただき感
謝です。カレーに素麺、お漬物、くだもの等、盛り沢山のお料理で、どれも美味しくお腹いっぱ
いになりました。またＡ棟６階からの夜景も素敵で次回は上の階に泊まりたいと思いまし
た。ワールドビッグフォーの皆様の温かい人柄に触れさせていただき感謝、感動です。３日
目はボホール島で、めがね猿や不思議な円錐形の丘が無数に広がるチョコレートヒルズ、
蝶々園を見学して充実した一日でした。夜はスペイン料理をいただき麺が美味しかったで
す。何よりも周りの環境を垣間見ることができ、人々のエネルギーを感じました。どんな環境
でも生き抜く力は見習いたいものです。改めて日本の整った環境に感謝です。４日目は海で
シーウォカー、バナナボード、パラセーリングを体験しました。パラセーリングは初めてでし
たが、とても気持ち良かったです。メイドさん、通訳さん、運転手さんにはとても親切にして
いただき、至福の時を過ごさせていただきました。ありがとうございました！

ボホール島では、めがね猿や不思議な円錐形の丘が無数に広
がるチョコレートヒルズ、蝶々園を見学して充実した一日でした！

一番の目当てはパイナップル畑です！その場
で皮をむいて貰い食べることが出来ました♪

至福の時を過ごさせて頂きました！行きたかった
セブ島にやっと妹と２人で行けて感激でした！！

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　久穂さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　芝原さん

出発日５月１６日（６泊７日）
会員歴２１年５ヵ月　齊藤さん

出発日６月４日（８泊９日）
会員歴４年　橘田さん
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　セブ島旅行は３回目。今回は天候が
はっきりしない日々が続く中、２日目は
最初に射撃を行った。拳銃はずっしり
重く、的の中心に当てることが難しかっ
た。３日目は、ボホール島のチョコレー
トヒルズのアドベンチャーパークへも
行く事を考えていましたが、「セブ島に
もある」ということで近間のLiloanの
PAPAKIT‘Sへ行くことにしました。ここで
は、初体験の乗馬を楽しんだ後Zipline
（川をワイヤーロープで滑る）スカイバ
イク（川を自転車でロープの上を渡る）

を体験しました。いざその場に立つと恐怖感が先立ち、中々一歩を踏み出す勇気が出な
かったが、３・４回目かで思い切ってスタート。スタートしてみると意外にも楽しくスリル満
点でした。お昼に美味しいフィリピン料理を堪能した後は、ハンギングブリッジ（吊橋を渡
る）を体験して１日楽しみました。４・５日目は台風のい影響もあり、風が強く、波も高く夜は
雨、風が窓を強く叩きつける音で少し寝不足でしたが、６日目は台風が北上した為、久しぶ
りの晴天で波も穏やかになり、船でナルスアンへ行きシュノーケリングを楽しんだ。その後、
別の場所へ移動。船頭さんが短時間で沢山のウニを採取してくれました。その場で新鮮な
ウニをご飯にかけて食べ最高でした！！とても幸せな気分になりました。楽しかった７日間は
あっという間でした。ドライバーのフランシスさん、通訳のノバさん、メイドさんお世話にな
り有難うございました。

Ziplineスカイバイクも体験
しました。スリル満点でした♪

船長さんが網袋一杯のウニを取ってきて、船上
で賞味させてくださった〔もてなし〕には感激♪

　待ちに待ったセブ島旅行。準備、段取

りを８割がた決めまして、胸が“ワクワ

ク”いざフライト！仲良し４名（海外が初

めての方が２名）で不安と期待を背負

い、マクタン・セブ国際空港に着きまし

た。通訳のダイアナさんとドライバーさ

んが迎えに来て下さり「ホッ」としまし

た。私は少し体調が悪かったので、皆さ

んにご心配をおかけましたが、親切に

していただき、次の日には元気を取り戻しました。シーウォーカー、無人島のバーベキュー、

丁寧な全身マッサージ、エトセトラ。盛りたくさんの遊び、市内観光、やはり日本語の通訳さ

んのおかげで、安心して案内していただきました。何よりも自然の景色の美しさ、海の水の透

明感、何もかもが、“心あらわれる”そんな日々を過ごさせていただき、最後にはさよならパー

ティーのディナー迄、素敵なリゾートで過ごさせていただき、またメイドさんから通訳さん、

ドライバーさんの皆さんに親切にしていただき、感謝に堪えない日々をありがとうございま

した。チャンスがありましたら、子供と一緒にまた来たいと思っています。

しばし！仕事を忘れて♡

LiloanのPAPAKIT‘Sへ行き、
初めての乗馬をしました！

シーウォーカー、無人島のバーベキューも日本語の通
訳さんのおかげで、安心して案内していただきました！

初めてのセブ島旅行 セブ島の思い出

人生初、ふたつの体験
　２回目の訪問。前回の４泊５日から、

今回はゆったり日程の８泊９日にしま

した。今回の大きな収穫は、①「この年

になって初めて挑戦できたこと」と②

「日本では決してありえない体験ができ

たこと」のふたつでした。前者①は「ゴ

ルフ」。今までやったことがない私、今更

できるだろうか？という懸念はあったも

のの、やろうという選択で同行者に仲間

入りをしました。グリーンに立ったとき、

これが魅力に駆られるスポーツかとわ

ずかながら実感できました。後者②は「射撃」。日本では絶対できない実射そのものもやっ

てみました。法的に認められている施設で、担当者から安全の為の細かい指示を受けた後、

標的に向かっての実射。“ズシン”という手応え、まさに凶器そのものだと実感しました。前回

同様、船を利用して海にも潜りました。その帰路、船長さんが海中に飛び込み網袋一杯のウ

ニを取ってきて、船上で賞味させてくださった〔もてなし〕には感激。「４泊５日の旅行では

正味はたったの３日間、これではセブを堪能できない」という統括・鈴木さんの言葉に感謝

しています。ゆったり日程がもたらしてくれた体験と収穫は大なるものでした。３度目の訪問

は、今回留守番をしていた妻と一緒に、もっとセブの魅力を体験し見聞を広げたい、これが

今の心境です。

何よりも自然の景色の美しさに“心あらわ
れる”そんな日々を過ごさせていただきました！

　自営業の私は、毎日忙しい日々を

送っております。“時間がある様な無い

様な”そんな時、友人からワールドビッ

グフォーを紹介していただきました。セ

ブ島旅行のプレゼントがあると聞き、こ

れは行くしかないなと思いました。今迄

は中国や台湾など、近くのアジアには

旅行の経験がありましたが、フィリピン

は初めてでしたので楽しみでもあり不安もありました。現地に着くと、通訳さんが空港に出

迎えて下さり、宿泊先のコーラルポイントリゾートでも皆さんがとても良くして下さったので

安心しました。翌日は、船で島へ出かけバーベキューをご馳走になりました。絵ハガキのよう

な景色の中で幸せを感じました。しばし仕事を忘れて過ごした至福の時をありがとうござい

ました。今回シーウォーカーを体験しましたが、次回またセブに来る機会があったら、パラ

セーリングもやってみたいです。

今回シーウォーカーを体験しましたが、次回またセブに来
る機会があったら、パラセーリングもやってみたいです！

今回はゆったり日程の８泊９日！ ゆったり日程が
もたらしてくれた体験と収穫は大なるものでした！

しばし仕事を忘れて至福の時を堪能♪絵
ハガキのような景色の中で幸せを感じました！

出発日６月８日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　河田さん

出発日７月１３日（６泊７日）
会員歴１３年　小池さん

出発日６月８日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　小泉さん

出発日７月１６日（８泊９日）
会員歴１年　小林さん
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　４度目のセブ島へ、少し余裕な心で
空港へ。友人御夫婦と姪との珍道中。マ
クタン・セブ空港もリニューアルされ
て、綺麗さに驚くほど。通常どおり通訳
さんがプラカードを持って近づき、満面
の笑顔で迎えていただく。コーラルポ
イントリゾートに着くと、顔なじみのア
イリーンさんがまた満面な笑顔でハグ
して来る。６泊７日の旅が始まる。先ず
は何処から見学するか相談が始まる。
初日はシーウォーカーで海中散歩。疲
れたの一言。仲間は感動している様子。
９年ぶりのカワサン滝は昔と変わり、昔
の面影は滝だけ、バディアンゴルフリ

ゾートで一泊。日曜日でもないのに子供連れの家族が一杯だった。オスロブまでジンベエ
ザメに逢いに行く。ここでも家族、子連れの家族で一杯、子供たちは学校へ行かないのか？
と考えてしまう。シマラ教会には感動、立派な建物。ボホール島へターシャに逢いに。チョコ
レートヒルズ、蝶々になり蝶々の仕組みを学び現地のガイドのカメラ裁きの鮮やかさに驚
く、ロボック川では船上ランチ。何度見ても飽きない景色、こころやすらぐ、心なごむ心地良
い風、本当にリフレッシュする。パンダノン島へ船で渡りバーベキュー。海に入り童心に返り
はしゃぎ回る。帰国前日は「ＳＭ」にてショッピング、その後、寺院観光へ。マッサージは心地
良く満点。マルコポーロホテルで通訳さん、ドライバーさんを交えてバイキング。５月生まれ
の人にサプライズ！通訳のミッシェルさんと私が５月生まれなので、皆に囲まれてハッピー
バースデーの歌声をいただき、本当に嬉しい思い出になる日々を過ごすことが出来ました。
快晴のお天気にも恵まれ、素敵な人との出会いに感謝感謝。本当にありがとうございまし
た。セブ島街道終了。

ロボック川では船上ランチ。何度見ても飽きない景色、ここ
ろやすらぐ、心なごむ心地良い風、本当にリフレッシュする♪

バディアンゴルフリゾートのゴルフ場では大変お世話にな
り、友達になり、すごく楽しかったです！どれが ……私（笑）

　初めてフィリピンのセブ島に行って
きました。マクタン・セブ国際空港に無
事到着です。入国審査、税関チェック後
いよいよ出口です。通訳のダイアナさん
に出会え、ドライバーのベルナルドさん
の車に乗せてもらい、全く知らない土
地なのに何の不安もなくコーラルポイ
ントリゾートに夜着きました。広いお部
屋でメイドのアイリーンさん、マイリー
ンさん、カテリーナさんたちに南国の
美味しいマンゴージュースでおもてな
ししていただき始まりです。早速、通訳
のダイアナさんに行きたい場所をお話して、次の日のスケジュールを組んでいただき、安心
しながら熟睡です。翌日はすばらしいお天気に恵まれ、ゆったりのんびり朝食をいただき、マ
リンスポーツはパラセーリングに初挑戦。ドキドキしている間に空高く飛んでしまいました
が、最高でした。オイルマッサージ、ショッピング、市内観光、フラワーパークなどたくさんの
計画を立ててもらい、色んな交渉なども全部していただきました。実は綿密な計画を立てて
ないまま出発日になってしまい、飛行機に乗りながらまだ相談していたのですが、心配無用
でした。あっという間に４泊５日が過ぎ、楽しい時間を過ごすことが出来ました。スタッフの
皆様、大変お世話になり有難うございました。ワールドビッグフォーの会員になり、良い体験
をさせていただきました。また次回を楽しみにしております。

楽しかったセブ旅行

満面の笑顔で迎えられた友人御夫婦と姪との珍道中は、
快晴のお天気にも恵まれ、本当に嬉しい思い出になりました！

ワールドビッグフォーの会員になり、良い体験をさ
せて頂きました。また次回を楽しみにしております！

初めてのセブ島 セブ街道を行く

楽しかったセブ島の旅
　前にセブ島に行って来ました仲間に
素晴しさを聞いて、一度はと選抜してく
れました。いざ、成田空港よりセブ国際
空港に到着。広い木造のロビーに出て
来ましたら、ドライバーさんと通訳の
ミッシェルさんから笑顔で迎えていた
だき、四人組での旅路が始まったので
した。それは、見るもの観るもの全てが
別世界！海外フィリピン、初めてのセブ
島。胸は高鳴り、気持ちは興奮気味で
す。コーラルポイントリゾートに着き、ス
タッフ皆さんの出迎えに、日本語で「ミ
ナサン、オセワニナリマス」と言ったら、
現地の皆さんの方がとても言葉遣いが

上手でした（笑）。次の朝、コーラルポイントリゾート内の入り江からバンカーボートに乗船、
パンダノン島ではバーベキュー最高でした。夜にはニューハーフショー。皆さんとてもきれ
いで面白く楽しみました。バディアンゴルフリゾートのゴフル場では水平線に沈む夕日が最
高でした。スタッフの皆さんには大変お世話になり、皆さんと記念撮影を楽しみました。チョ
コレートヒルズの小高い丘を見学後、ロボック川クルーズでは船が動き出し、ランチを食べ
ながら風に吹かれて、船上でのギター演奏と生歌を楽しみながら途中下船、現地の人たち
の歓迎をうけました。両側には生茂るココナッツヤシの木を眺めて楽しんだ。１時間、王様
になった気分でした♡ワールドビッグフォーの皆さん、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し振りでした。一緒に行った鎌田さん、新井さんにも感謝致しま
す。最後に現地スタッフの皆さんにも感謝申し上げます。またお会いしたいですね♡五つの
ひらがな♡ありがとう♡ございました。思い出を♪

綿密な計画を立ててないまま現地入り! でも
通訳のダイアナさんのお陰で心配無用でした♪

　久々の海外旅行！夢いっぱいで成田
空港を飛び立ちました。約４時間のフ
ライトでセブ島のマクタン・セブ空港に
到着。お出迎えしてくれた通訳のダイア
ナさん、ドライバーのベルナルドさんに
会え、安心しながら旅行が始まりまし
た。コーラルポイントリゾートのお部屋
の豪華さに感動しました。やはりここは
普通の場所ではなく、特別な場所。以前
から聞いていた大富豪の別荘なのだと
実感しました。翌日は５月１２日で日
本でも「母の日」ですが、セブでも「マ
ザーズデー」とのことでメイドさんたちがお花とメッセージカードをプレゼントして下さり、
思いがけず大変嬉しかったです。敷地内には南国のお花が咲きみだれ、プライベートビーチ
やプールがあり楽しめました。ニューハーフショーは日本の宝塚を観ているようで、とてもき
れいでステキでした。最後にマルコポーロホテルのディナーにも連れて行っていただき、ピ
アノ演奏やバイキングを楽しみ、とてもリッチな気分になりました。夢のような５日間があっ
という間に過ぎてしまいました。メイドのアイリーンさん、マリーンさん、カテリーナさん、い
つも笑顔で親切にしていただき、とても感謝しています。ワールドビッグフォーに出会えて本
当に良かったです。次回はお友だちや家族と一緒に島巡りに行きたいと思っております。ス
タッフの皆様、本当にお世話になり有難うございました。

セブも「マザーズデー」メイドさんたちがお花と
メッセージカードをプレゼントして下さりました♪

人生初めてのスペイン料理を体
験しました。皆さんに大感謝です！

通訳さん、メイドさん、ドライバーさん、いつも笑顔
で親切にしていただき、とても感謝しています！

出発日５月１１日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　滝さん

出発日５月１８日（６泊７日）
会員歴１０年１ヵ月　鎌田さん

出発日５月１１日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　菊池さん

出発日５月１８日（７泊８日）
会員歴２年９ヵ月　羽鳥さん
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