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ワールドビッグフォーリゾート
～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治

会   報
令和2年1月号

ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別のご高配にあずかり心より厚く御礼を申し上げます。

大自然との共生を企業理念として邁進して参りましたワールドビッグフォーリゾートは

お陰様で創立から３０年という節目ともなります歳月を新元号とともに迎えることができ、また

会員数、弊社リゾート施設利用者数も増加、昨年は私共の社歴の中で最も飛躍した年となりました。

心温まるメッセージ等を多数頂戴しましたことも大変有難く、これも偏に会員皆様のご温情の賜と

感謝の念に堪えません。新年を迎え、これからも弊社はリゾート施設を通じて夢と希望が溢れる

豊かな人生設計のお手伝い、健康長寿にも繋がる幸福に満たされた更なるリゾート施設の

向上とサービスに、社員一同尚一層の精進を重ねて参ります。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。本年も会員皆様の益々の

ご健勝とご多幸を衷心よりお祈り申し上げますと共に、相変わらぬ

ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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

新年も華やかに彩るワールドビッグフォー究極のリゾートへ！昨年中は会員の皆様よりたくさんのセブ
旅行体験談のご参加、誠にありがとうございました。今年も皆様にお楽しみ頂けます充実した内容の会
報を発刊して参りますので、ワールドビッグフォーリゾートのご利用は勿論、セブ旅行体験談のご参加
もお待ち申し上げております。本年もどうぞ宜しくお願い致します。尚、新年は1月６日（月）より営業致し
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。
（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12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

０１／０１～０３／３１ ￥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
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１８：２０

＜編集後記＞
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　４泊５日のセブ旅行に、５人の仲間

とのゴルフを楽しみに参加しました。セ

ブ旅行は私にとって初めてで、胸の高

まりを抑えながらセントレア（中部国際

空港）へ。４時間余りのフライトでマク

タン・セブ空港へ到着。ターミナルから

外に出ると日本の気候とあまり変わり

が無く、過ごし易く感じました。現地案

内役のスタッフとその車に乗り出発。夜

の車窓からは昔の日本を思わせる小さ

な店が何件も建ち並ぶ風景に驚かさ

れました。コーラルポイントリゾートでは昔の大富豪屋敷らしく、余りにも大きなベットに一

人では贅沢すぎる広い室内は、“素晴らしい”の一言。ベランダからの眺めは緑と海の景色に

心が洗われる思いにさせてくれました。６階から見える景色を眺めながら、マンゴージュー

ス、マンゴー、マンゴスチンの朝食は、南国ならではの味わいで感動しました。まだ開発途

上の島、１０年先はリゾート開発が進み、今以上の観光客が訪れる島になるでしょう。今回

はゴルフ目的で観光には行けなかったので、次回セブ島に来る時がありましたら、ぜひ“名

所”を観光したいと思いました。現地で我々に携って下さいました皆さんに感謝しながら、セ

ブ島を後にしました。

今回はゴルフ目的で観光には行けなかったので、
次回はぜひ“名所”を観光したいと思いました！

屋台村に行って、現地のビジネスマンやOLたちに交
じって食事をしました。食事はどれも美味しくて安いです！

　セブ島の隣にネグロス島がありま
す。３０年前、日本の方が養蚕を教え現
在に至っているオイスカ研修センター
を訪ねました。会員さんが新聞で知り
誘って下さり、私は「蚕に逢いたい！」の
気持ちでした。２人とも幼い頃は養蚕
家で育ち、学校から帰ると桑摘みのお
手伝いです。それが農家の収入でした。
通訳さんのサポートで無事現地に、桑
を食べる蚕は何十年振りで感動し、自
動繰糸機で繭から糸へと現地の方が働
いていました。桑はさし木で増し、１３
０件ほどの養蚕家がありましたが、供
給が間に合わないとのことです。また、
ほかにも日本の方が掘り当てた源泉（４０度）があり、皆さんの憩いの場所となっています。
日本でホームステイしていた現地の方が、遺跡やメモリアム等、広いサトウキビ畑の中ドラ
イブして案内して下さりました。セブ島ではアロギンサンに向かいました。全長１４キロ
メートル、２４種のマングローブの中を小舟が進み、エメラルド色の海に、サンゴ礁、魚も、
又泳ぐことも。バディアンゴルフリゾートに行く途中は午前中、満ち潮の時がいいです。畑で
採れたドラゴンフルーツのジュース忘れません。感動の旅を振り返り、養蚕に使われた自動
繰糸機をタイから解体してネグロス島に運び、それを組み立て稼動したという奇特な日本の
方、その方の電話番号のメモをいただき、私の感動を家に帰り伝えました。何と、その方は主
人の同級生でした。セブ島からネグロス島へ。私たちにとっては過去の出逢いの旅でした
が、この旅の中で、こんなにも近い方と御縁があったこと、今思えば、全てワールドビッグ
フォー会員として得られていることを心より感じ、感謝しております。

いつでも夢を!!

マンゴージュース、マンゴー、マンゴスチンの朝
食は、南国ならではの味わいで感動しました♪

日本の方が６年掛けて作りあげた
露天風呂！温度は４０度あります！

セブ島から感動の島へ 心癒されたセブ旅行

６回目のセブ島旅行
　今回は弟夫婦とそのお友達家族と行

きました。大人５人、小学生２人の総勢

７人です。私は６回目のセブ旅行でし

たが、今回は子供さん中心の旅程を組

みましたので初めての経験が多く、そ

れも面白かったです。子供向け施設

「PAPAKIT`S」では、乗馬、Zip Line、ボー

トに挑戦しました。野生の孔雀も放し飼

いにされていて自然を満喫しました。特

に海の上を渡るZip Lineは快適で、２往

復！計４回も乗ってしまいました。高い

塔の上から滑り降りていくので怖いかと思いましたが、爽快でした。それが終るとボートで

今渡ったZip Lineの下の海を遊覧しました。次の日は屋台村に行って、現地のビジネスマン

やOLたちに交じって食事をしました。食事はどれも美味しくて安いことにびっくりしました。

つい食べすぎるほど食べてしまいました。最後の日は子供たちと海へ入って、浮輪でぷかぷ

か浮いていました。土曜日だったので家族連れも多く、にぎやかで楽しかったです。会社か

らの美味しい食事をご馳走になり、幸せ気分に浸りました。いつもながら毎朝の食事もおい

しく、海は美しく、ドライバーさん、通訳さん、メイドさんたち、アイリーンさんのやさしく気配

りのあるおもてなしをしていただき、また満足した旅になりました。

全長１４キロメートル、２４種のマングローブ、サンゴ礁、エメ
ラルド色の海の自然保護区「アロギンサン」。良かったです！

　今年も青空、笑顔の素晴らしいセブ

島に出掛けて来ました。日本の寒い季

節に来島すれば、また違った良さが分

かるでしょうが。「おかえりなさい！」コー

ラルポイントリゾートに着くや、メイド

さんたちが笑顔で迎えてくれます。そし

てウェルカムマンゴージュースを皆さ

んといただく、この味がなんとも言えな

い、ここセブに旅行する何よりの楽しみ

です。明日から毎日採れたてのマン

ゴーを食することができます。市場に出かけたくさん仕入れ、皆で何個も食べる。やっぱり最

高!! 仲間の皆様も旅行慣れしておりますが、「ゴフルしましょう！」で全員一致。４泊５日のセ

ブ旅行はゴルフ三昧。観光は次回にしましょう。意思疎通のとれた仲間はやっぱり最高です。

今回は通訳さんとドライバーさん、日頃の忙しさから疲れ気味だろうから観光は控えて小休

止させてあげますョ。可愛いメイドさんたち、いつも笑顔をありがとう。サヨナラパーティー

ではいつも以上に盛り上がったネ。ありがとう、また来ます。

メイドさんたちいつも笑顔をありがとう。サヨナラ
パーティーではいつも以上に盛り上がったネ！

「PAPAKIT`S」は大人も笑顔になれる施設でした！
Zip Lineは快適で、４回も乗ってしまいました♪

旅慣れした仲間ですが、今回も「ゴフルしましょう！」で
全員一致。４泊５日のセブ旅行はゴルフ三昧でした♪

出発日９月１１日（４泊５日）
会員歴１７年５ヵ月　西村さん

出発日９月１１日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　前田さん

出発日８月２９日（６泊７日）
会員歴２０年１０ヵ月　池上さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　卯月さん
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　初めてのセブ旅行で期待と不安があ
りつつ出発しましたが、セブの空港に
着いた瞬間に、通訳さんが笑顔で私た
ちを迎えてくれて、安心することができ
ました。空港に着いた時間が夜だった
ので、その後は通訳さんオススメのご
飯屋さんに行き夕食を食べ、その後、
コーラルポイントリゾートに向かいま
した。セキュリティーがしっかりされて
いて安心して泊まることが出来ました。
ＮＥＲＩＳＶＩＬＬＥという場所は事
前に調べていたので、そこに行ったら

車はどんどん山の奥に入っていきすごく心配でしたが、写真に収めたいスポットが何ヵ所も
あり、たくさんの写真を撮りました。コーラルポイントリゾートからは約１時間３０分と少し
離れていましたが、特に若い方など、とてもオススメの場所です。通訳さんと運転手さんも
初めて来たらしく、４人でたくさんはしゃいで、全員での写真も何枚か撮っていい思い出に
なりました。セブといったらやっぱり海で、一番近くの海へ行きました。マクタンニュータウン
ビーチというところで、海はきれいなのはもちろんのこと、カラフルなビーチでたくさん泳ぎ
ました。シュノーケリングもしたかったので、通訳さんに前日に頼んでもらい、たくさんのお
魚たちと泳ぐことができました。夜景が見えるレストランもとても良かったです。今回のセブ
旅行は、天気にも恵まれ、一生忘れない楽しい旅行となりました。ぜひ、また行きたいと思
います。

海はきれいなのはもちろんのこと、
カラフルなビーチでたくさん泳ぎました！

ナルスアン島では魚がたくさんいて動揺したぐ
らいでしたがシュノーケリングを楽しみました♪

　出発の前日、息子が仕事の激務で体

調を崩し、行けるか？と心配でしたが、

何とかセブ島へ出発できました。息子、

孫２人（９歳と６歳）の４人で参加しま

した。今までの旅（ヨーロッパ、アメリ

カ、ハワイ等）とは違い、現地通訳兼ガ

イドの案内、専用の車での移動、専属

のメイドさん、こんな贅沢な旅は初め

てです。その上、宿泊したお部屋は豪華

で何室もあり、部屋から見える海は映

画のスクリーンを見ている様な素晴らしい景色、毎日が癒しの連続でした。６歳の孫は毎日

泳げて何でも美味しいので「帰りたくない！」と言い、９歳の孫は大好きな馬に乗れて大喜び

等々…。孫を連れて来て良かったと思いました。私の一番の思い出は、パパキッツでのジッ

プラインです。命綱を付けて、島から島へダイビング。一瞬恐怖でしたが、空を飛ぶ鳥の気分

を味わいました。今回は小林さんご夫妻にセブ島の魅力を伝えていただき、また、孫の喜ぶ

コースを選んでいただきありがとうございました。ワールドビッグフォーの皆様、スタッフの

皆様、大変お世話になりました。また、再びセブに♪これからも宜しくお願い致します。

初めてのセブの旅

調べておいたＮＥＲＩＳＶＩＬＬＥという場
所へ行ってたくさん写真を撮りました♪

大好きな馬に乗れて大喜び！孫の喜ぶコー
スを選んでいただきありがとうございました！

憧れのセブ島 セブ旅行

初！セブ旅行記録！
　今回、４泊５日でマクタン島のラプラ
プにあるコーラルポイントリゾートを利
用しました。到着した日はスーパーマー
ケットに行ったり、ジョリビーでチキン
を食べました。セブ旅行で一番美味し
かったのはジョリビーです（笑）。２日目
は天国に一番近い島であるパンダノン
島に行きました。海が透明できらきらし
ていて、白い砂浜にはとても感動しまし
た。また、ナルスアン島ではシュノーケ
リングを楽しみました。魚がたくさんい
て動揺したぐらいでしたが（笑）最高の
経験ができました。３日目はマクタン

ニュータウンビーチに行きました。写真映えするかわいいスポットもたくさんあり、海にも入
れました。夜ご飯はおしゃれなカクテルと雰囲気の良いスケープスカイデックに行きまし
た。１７時からテラス席にいたので、ちょうどサンセットの瞬間から夜景まで楽しめました。
４日目はネリスヴィルのセルフィーコーナーに行きました。鳥の巣のような写真スポット、小
人のようなお家、カラフルな装飾があって可愛いがたくさん詰まっています！セブシティー
からかなり遠い山道を通訳さんとドライバーさんが連れて行ってくださって感謝です。その
他移動は行きたいところへ連れて行ってくださり、通訳さんがマッサージやレストランを予
約、案内をして下さるので心配は全くなく楽しい旅行になりました。また施設のプールは貸
切状態で、海も見えて眺めも最高で、ほぼ毎日入っていました！とても大満足な旅行でした！
また行きたいです。

現地通訳兼ガイドの案内、専用の車での移動、
専属のメイドさん、こんな贅沢な旅は初めてでした！！

　久し振りの海外旅行でした。宿泊プ
レゼント券の有効期限が目の前に迫っ
ていてどうしようか迷っていましたが、
思い切って主人との２人旅としました。
当初はリゾートでのんびりする予定で
したが、海を目の前にして、やはり３日
間ともシュノーケリングの日々を送りま
した。マクタン島のコーラルポイントリ
ゾートを利用させていただいたので、
観光最終日、セブ島の南に位置する「モ
アルボアル」まではかなり遠くて、朝５
時の出発でした。早起きして連れて行っ
て下さったドライバーさん、通訳さんに
は本当にお世話になりました。その日の海は結構荒れていたものの何万匹もの“いわし”の
大群に出会い、大きな海ガメとも泳ぐことができ、最高のシュノーケリングとなりました。毎日
の外出に付き合って下さり、また帰って来るとすっかりお部屋もお掃除されて、お洗濯物も
たたまれていて至れり尽くせりの旅をさせていただきました。ほぼ毎食フィリピン料理をい
ただきましたがどれも美味しく、すっかり気に入ってしまいました。ただ気になったのは、リ
ゾートの開発が進む中、観光客も多くなった為か、島のあちらこちらにゴミが散乱しているこ
とでした。海の中もビニール袋などが浮いていました。観光客が増え、島が潤って行く反面、
美しい島が汚れていってしまうのかと心配になりました。今、どの国においてもゴミ処理問題
は大きな課題となっていますが、セブ島に関しても深刻なことだと思いました。美しい島と海
を守っていってほしいです。ドライバーさん、通訳さん、メイドの方々、本当にお世話になりま
した。有難うございました。朝食もとても美味しかったです。

「モアルボアル」では“いわし”の大群に出会い、大きな海ガ
メとも泳ぐことができ、最高のシュノーケリングとなりました！

ネリスヴィルのセルフィーコーナーに行き
ました。可愛いがたくさん詰まっています！

ほぼ毎食フィリピン料理をいただきましたが、どれ
も美味しく、すっかり気に入ってしまいました♪

出発日９月４日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　門脇さん

出発日９月６日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　佐藤さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　中山さん

出発日９月６日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　熊本さん
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　友人の金田さんと２人で初めて行く

南国の楽園セブ旅行。不安と緊張で心

配でしたが、マクタン・セブ空港で現地

スタッフの通訳さんの歓迎のプラカー

ドを見つけほっとしました。その日の夕

食はおいしいパスタ料理をいただき、

その後コーラルポイントリゾートへ。あ

まりのゴージャスな部屋にびっくりしま

した。２日目は市内観光とニューハー

フショーに案内して貰いました。出演者

たちの男性とは思えぬセクシーな美し

さにびっくり、日本の歌、涙そうそうの朗 と々した歌声に癒され、韓国のチマチョゴリの衣装

での踊り、美女と野獣のショー、その他楽しい時間を過ごしました。３日目はパンダノン島で

シュノーケルを付けて海の中の珊瑚礁と色とりどりのお魚、イソギンチャク、ウニの見学。そ

してバーベキューの美味しかったこと。食べたことのない貝、そしてエビ、イカ、魚、チキン、

マンゴー、ココナッツ等、食べきれない程でした。他にはマンゴー工場、ショッピング、花の

山でのココナッツジュースは美味しかったです。毎日の朝食に日替わりで出るマンゴー、グ

リーンマンゴー、バナナ、パイナップルジュース、美味しかったです。お世話になったドライ

バーさん、通訳さん、メイドさんに大感謝です。フィリピン語でサマラ！（ありがとう）。

パンダノン島でシュノーケルを付けて海の中の珊瑚礁と
色とりどりのお魚、イソギンチャク、ウニの見学しました！

ダイアナさん、ドライバーのベルナルド、アイリーン、可愛いメ
イドさんがとても良く面倒を見てくれて、感謝でいっぱいです！

　初めての海外旅行。今回はセブがど

のような感じか視察と観光とバカンス

が目的で一人旅を決行。まだ見ぬ未知

の世界に不安と緊張で一杯でした。マ

クタン・セブ空港に到着すると通訳さ

ん、運転手さんがお出迎え、コーラルポ

イントリゾートに向かう道中は人の多

さとバイク・車の数、交通事情の違いに

大変驚きました。コーラルポイントリ

ゾートではメイドさんたちにもお出迎

えしていただき、初日は無事終りまし

た。２日目はセブ市内観光、３日目は午前中、近くの海水浴場でのんびり過ごし午後はマッ

サージ、４日目は食事以外どこにも出掛けず、ゆっくり部屋で過ごし、最終日を迎えました。最

初の緊張と不安はどこに行ったのでしょうか？（笑）通訳さん、運転手さん、メイドさんのおか

げで、非常に充実したゆっくりした時間を過ごすことができました。今回の旅行では、日本と

セブの違い（水道水が飲めないこと、紙をトイレに流せないこと、チップが必要になること

等）に戸惑いを覚えつつ、大変勉強になり、日本の生活がいかに恵まれているかを考える良

い機会になりました。正直申し上げますと、今一番の心配事が初めての海外旅行がセブ旅行

だったこと。こんなに過ごしやすいと他国に行けなくなるのではと危惧しています（笑）。

幼い頃からの友人とセブ旅行

楽しかったリゾートセブ島！ドライバーさん、通訳さん、メイ
ドさんに大感謝です。フィリピン語でサマラ！（ありがとう）

通訳さん、運転手さん、メイドさんのおかげで、非常に
充実したゆっくりした時間を過ごすことができました！

人生初の海外旅行 楽しかったリゾートセブ島

何度行っても最高のおもてなし
　６歳と２歳の元気な男の子を含め、

総勢８名の家族旅行です。１０月１０

日、成田を９時３５分発。マクタン・セ

ブ空港が新しくなっていて驚きました。

コーラルポイントリゾートで、待望のマ

ンゴージュースのおもてなしをいただ

き、早速角質取りなどして貰いにネイル

サロンへ。夕食はマリバゴグリルへ。夜

はオイルマッサージで疲れが取れまし

た。翌日から無人島への島めぐり、ア

メージングショー、ボホール島、買い物、

プール。最後の夜は生バンドが入って“さよならパーティー”皆で豚の丸焼き（特別注文の）

をいただき、見た目にビックリ！でも、とても美味しかったです。ダンスもノリノリで盛り上が

り、最高のパーティーでした。通訳のダイアナさん、ドライバーのベルナルドさん、アイリーン

さん、可愛いメイドさんたちがとても良く面倒を見てくれて、感謝でいっぱいです。台風１９

号の影響で帰りの飛行機の１４：５０発が夜中の２：３０発になって焦りましたが、ダイア

ナさんが笑顔で説明してくれ、一度コーラルポイントリゾートに戻り、孫たちはまたプールで

遊ばせてもらい思いがけず楽しい時間を過ごすことができて感謝です。また遊びに行ける

よう、毎日頑張って行こうと思っています。

初めての海外旅行！セブでの滞在がこんなに過ごしや
すいと他国に行けなくなるのではと危惧しています（笑）

　幼い頃からの友人、堀切さんと４泊

５日のセブ旅行に出掛けました。マク

タン・セブ空港に着くとプラカードを

持ってのお出迎えがあり、運転手さん

付きの車に乗せてもらい、夕食にフィリ

ピン料理を食べ、とても美味しくいただ

きました。いよいよ宿泊地のコーラル

ポイントリゾートに向かいます。着いた

途端、あまりの豪華さにびっくり、さす

が大富豪の別荘そのものです。こんな

ところに泊まれて幸せです。２日目は市

内観光です。朝食をメイドさんが作ってくださり、マンゴージュースなどがとても美味しかっ

たです。市内観光はとても楽しく思いっきり買い物を楽しみました。３日目はバンカーボート

と言う船に乗り、１時間掛けてパンダノン島へ。真白な砂浜へ降り、あちこち散策したあと

シュノーケルを着けて海の中へ入り、サンゴの周りで泳ぐきれいな小魚を見て感動しまし

た。お昼には近くで獲れた色々な貝を蒸し焼きにしたものが出て、新鮮で美味しかったです。

４日目はお花畑を見に行きました。高い山の上にお花畑を作り、日本では見られない熱帯

的な華やかなお花がたくさん咲いていてとてもきれいでした。帰り際にまた買い物をしてお

土産などを買いました。そしてその夜、中華料理店でワールドビッグフォーより大変なご馳走

になりました。色々御お世話になりありがとうございました。

中華料理店でワールドビッグフォーより大変なご馳走に
なりました。色々御お世話になりありがとうございました！

皆で豚の丸焼きの（特注）をいただき、見た
目にビックリ！でも、とても美味しかったです！

コーラルポイントリゾートは、さすが大富豪の別荘
そのものです！こんなところに泊まれて幸せです♪

出発日９月２０日（４泊５日）
会員歴５年４ヵ月　金田さん

出発日９月２０日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　堀切さん

出発日９月１６日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　遠山さん

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　歯黒さん
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　セブ島は初めての私とＳさん、４回
目のＹさんとの三人旅です。皆７０代
ですが、５日間元気で楽しく過ごしまし
た。毎日がドラマチックなことばかり。
その中から特筆すべきことを記すと…
混雑する街中を巧みにすり抜けるドラ
イバーの運転技術に驚く。また初心者
コースと私たちの希望をうまく組み合
わせしてくれた通訳さんに感謝。毎日
朝食を用意し、洗濯までしてくれた三人
のメイドさんたちとは、初日から打ち解
けました。皆さん本当にありがとう。さ
て、私にとって特に思い出深いのは、ボ

ホール島の旅です。飯盛山みたいな小山が無数に点在するチョコレートヒルズは、日本に
は無い風景だ。ジャングルを模した公園では、メガネザルがあちこちに居て珍しかった。ヤ
シの実ジュースも初体験の不思議な味。竹製の往復２本の長い吊り橋は、ゆさゆさ揺れて
面白い。そして生演奏を聞きながらバイキング料理が楽しめるロボック川クルーズは良い
企画だと思った。両岸の風景に見惚れ、筏の上で行われる歌と踊りも良かった。次の日はデ
パートへ。女性たちの楽しみはエステとネイル。その間私はコーラルポイントリゾートの６
階から地下１階まで、一人で迷うことなく見て廻った。やがて二人は綺麗になって、満足そう
に鏡を見ていた。私の最大関心事はパラセーリング体験でした。風を受けて一気に船上か
ら空へ舞い上がった。足下には紺碧の海が広がり、小さな船が幾隻も浮かんでいる。空の散
歩は快適そのもの‼この時、私は来年もセブ島に来て、「同じ体験をしよう！」と心に決めた。

ボホール島行きのフェリーの中。行きと帰りでは
海の表情が違うので、船旅も楽しいものです！

バナナボートは４名で沖まで！しっかりロープに
つかまって、湾内を手が疲れるまで回りました！

　空路約４時間、マクタン・セブ空港に
到着。通訳さんに迎えられ、ドライバー
さんの車でコーラルポイントリゾート
へ。笑顔で３人のメイドさんにも迎えら
れ、おいしいマンゴージュースで一息。
その後、一緒に夕方の海辺や海水プー
ルのある庭を散歩し、フィリピンの海の
空気を吸いました。２日目はバディアン
ゴルフリゾートへ早朝出発。主人は一
人で第一希望のゴフルです。私はカワ
サン滝へ案内してもらい、流れ落ちる
滝の下の澄みきったブルーの水中で泳
ぎました。気持ちが良かったです。昼食で合流し、午後は急遽宿泊の予定を変更して、コーラ
ルポイントリゾートへ帰りました。往復のドライブでは、現地の通勤通学の手段、満員のジプ
ニーやトライシクル、交通渋滞などあり、若い人々や国の活気を感じました。また沿道には学
校が多くあり、スローダウンの標識があり、子供に優しいと感じました。３日目はボホール島
観光。チョコレートヒルズでは、周囲一面に同じ形の「はげ山」が“ポコポコ”とあり、自然のお
もしろい景色でした。また眼鏡ザルのターシャはとても小さく、夜行性で睡眠中。ただ一匹が
目を開け、“モゾモゾ”と体を動かしたのは、とてもかわいかった。４日目は日曜日、セブ市内
観光、ショッピング、マッサージを楽しみました。「やりたいことリスト」もほぼ完了。大満足で
す。翌日早朝帰路へ。最後に、ワールドビッグフォーのスタッフさん、朝食弁当を作ってくれた
メイドさん、快く長時間の運転をしてくれたフランシスさん、種々手配をしてくれたダイアナ
さんに感謝します。

楽しかったセブの旅

こんな山？があるとは思わなかった。それも無数に！チョ
コレートヒルズを背に、皆思い思いのポーズをとる♪

ボホール島では、“ポコポコ”あるチョコレートヒル
ズ、かわいい眼鏡ザルのターシャを見てきました！

サラマット、優雅なセブ旅行 毎日がドラマチックなセブの旅

セブの思い出
　朝、６時に家を出発しました。４名で

成田空港に９：３０分に着き一路セブ

へ。通訳さんとは無事にマクタン・セブ

空港で会えました。夜食はフィリピン料

理。バナナの葉の皿に分けて大変おい

しいかったです。明日は「マリンスポー

ツを楽しもうぜ！」に決定です。パラセー

リングはまだ初おろし！海上ボートで疾

走し空に上る。シーウォーカーの時は魚

が足に触って来てびっくりしました。撒

き餌を振ると熱帯魚が寄ってくる。きれ

いです。バナナボートは４名で沖まで！しっかりロープにつかまって、湾内を手が疲れるまで

回りました。ちょいとバテテしまった。ボホール島へ渡って、チョコレートヒルズの坂を上るこ

とのきつかったこと。その後、頂上での全景を堪能。眺めの良さに“カンゲキ”頑張って良かっ

た。船上ランチがうまくて、食べ過ぎてしまいました。島のビーチで泳ぎ、遠浅の中をドラム

カンボートまでたどり着き、ゆっくりと海上を眺めていると、水上スピードボートが近くに来

たので、呼んで「乗せてください」と合図するとＯＫ。話しが決まりスピードを出さないように

して運転させて貰いました。昼食はみんなでバーベキューです。すてきな休日をありがとう。

通訳さん、運転手さん、メイドさん本当にありがとう！

サラマット、優雅なセブ旅行でした！ボホール島のア
ゲハチョウと２ショット！私の帽子が好きみたいです♪

　マクタン・セブ空港到着。無事にス
タッフさんと逢うことが出来てホッとし
た。両替所に案内していただき両替し、
心ワクワク観光へと出発しました。ラプ
ラプ公園で写真を撮り、お土産店をプ
ラプラ。カラフルで可愛い土産物がたく
さん並んでいました。そしてコーラルポ
イントリゾートへ。可愛らしいメイドさ
んが出迎えてくれ、美味しいマンゴー
ジュースをいただき、明日からのスケ
ジュールを通訳のリーゼルさんと考え
ました。次の朝は散歩に。ブーゲンビリ
アをはじめ色んな花が咲いていました。お花を拾って髪に挿してくれ写真をパシャリ。南国
ムード満点の中、きれいな海、いくつものプールがある中を歩きました。アクアマリンオー
シャンズでは、セットでマリンスポーツを楽しみました。シーウォーカーではたくさんのお魚
と戯れ、パラセーリングでは空中に浮かび風を受け、シュノーケリングでお魚を覗き見し、バ
ナナボートで波をバシャバシャ受け夢中で楽しみました。ボホール島行きが台風のため中
止に。残念でしたが、スパに行きゆっくりマッサージしてもらい、お花が散りばめられたスパ
に入り再びマッサージ、エステをしてのんびり過ごしました。こんな素敵な至福の時間過ご
す事ができ、ワールドビッグフォーを紹介して下さった方、今回ツアーでお世話になった皆
様、本当にありがとうございました。また機会があったら、ぜひ訪れて楽しみたいと思いま
す。

山の上のフラワーパークにも行ってきま
した。ケイトウとマリーゴルドの中で♪♪

フィリピン料理に始まり、マリンスポーツ、観光、バーベ
キューなど楽しんできました！すてきな休日をありがとう♪

可愛らしいメイドさんが出迎えてくれ、美味しいマンゴー
ジュースをいただき、明日からのスケジュール考えました♪

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　加藤さん

出発日１０月１日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　森泉さん

出発日８月１５日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　五十嵐さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　萩原さん
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　前から誘われていたセブ行き！やっ

と仲間と行くことが出来ました。初めて

の南の島、ワクワク感がたまらなかっ

た！当日夜にコーラルポイントリゾート

に到着、おいしいマンゴージュースで

迎えてくれた。次の日、ボホール島に

ターシャを見に出かけた、自然の中に

放されたターシャ！タイミングよく目を

開けてくれたところをパシャリ！その後、

ロボク川クルーズ、爽快な風に吹かれ

川の両側にそびえるココナッツの木、

ランチ付きで楽しめた。蝶園では羽が生えた自分にうっとり！そこで働いているお兄さんの

流暢な日本語に大笑いしながら次のチョコレートヒルズへ、長い階段を登り３６０度の眺

めの中、サンゴで出来たと聞いたヒルズの数々を堪能できた。２日目はセブ市内観光、ラプ

ラプ公園から始まり盛沢山の観光地巡り。３日目はシュノーケリング！泳げないのでビクビ

クしながらだったけど魚がいっぱいで感動し、帰ってからコーラルポイントリゾートのプー

ルでひと泳ぎ。夜はメイドさんたちとダンスをし、楽しい夜を過ごせた。あっという間のセブ

旅行でしたが、次はぜひ娘夫婦と来たい！いろいろ無理な注文を聞いてくれた通訳のダイア

ナさん、運転手さん、メイドさんたち、本当にありがとうございました。また、ぜひ来たいと

思ったセブでした。

夜はメイドさん達とダンスをし、楽しい夜
を過ごせた。あっという間のセブでした♪

朝食前、海水プールでのスイミング（一
週間貸切り状態）初回からの日課です♪

　もう、海外旅行へは行くつもりは無
かったが、写真や体験談を読んで行き
たくなった。台風１９号の上陸前、１１
日昼頃に成田を出発。夕方待ち受けて
いたスタッフ一同が、大歓迎で出迎え
てくれ、途中フィリピン料理の夕食を
ビールで乾杯した。夜１０時半頃、コー
ラルポイントリゾート、大富豪の別荘に
案内してくれた。翌朝、通訳のリサさん
から今後のプログラムの説明を受け、
早速パラセーリング、シーウォーカーの
セットから始めた。天気は毎度のス
コールも１５分～３０分で収まり、よく
晴れて気持ち良い青空を３０メートル
ほど上昇、モーターボートが小さくなる。少しは緊張したが、見晴らしが良い。シーウォーカー
の水中散歩も熱帯魚等がまとわり付き楽しい一時だった。コーラルポイントリゾートのリビ
ングではＮＨＫのテレビだけ日本語で見れた。台風１９号の影響はは今後も相当な被害の
ようで、楽しんでいる我々は申し訳なく思う。日本では経験できないライフル射撃、手のひら
に乗せたくなる可愛いメガネザル（ターシャ）、バナナボート、モータージェット、船上クルー
ズの食事、サンゴが隆起したボホール島の山、ジプニーという乗り合いバス（軽トラックの荷
台を室内２０人乗りに長く改良した乗り物）。セブ島にはこのバスとバイクの交通手段がほ
とんどだ。いろいろめぐる所はたくさんあるが、この次に残しておこう。この島は若者で活気
付いている。車の運転も神業級、よく事故を起こさないと感心する。日本の少子高齢化社会
と相反した国だ。これから益々発展していくのが実感できる。豊富な熟したマンゴーをたくさ
んいただき、フィリピン料理を満喫したが、この次は日本の白米を持って行き、メイドさんに
料理を作ってもらおう。セブ島で良い経験旅行を楽しみました。有難うございました。

楽しかったセブの旅

シュノーケリングに挑戦！泳げないので“ビクビ
ク”しながらだったけど、魚がいっぱいで感動！！

よく晴れて気持ち良い青空を３０メートルほど上昇、モーター
ボートが小さくなる。少しは緊張したが、見晴らしが良い♪

初めてのセブへ 待ちに待ったセブ島

５度目のセブ島観光旅行
　早いもので、今回で５度目のセブ島
観光旅行となります。これからも健康
（精神と肉体）が許す限りセブ島を訪問
したいと思っています。大勢のメイドさ
んたちに「お帰りなさい！」と歓迎してい
ただき旅のスタートです。年寄りなので
ダイビングやマリンスポーツｅｔｃ.の
アクティビティーを除き、色々経験して
来たので、今回はスローライフを楽し
むことにしました。初回から日課である
サンライズ見物（ＡＭ５：３０頃）、水平
線から顔を見せる太陽の素晴らしさに
は、いつもながら感動します。そして朝

食前、海水プールでのスイミング（一週間貸切り状態）とガーデンのウォ―キングも初回から
の日課です。私の大好きなカルボン・マーケットでは、暑い中を一緒に同行してくれた通訳
さんにとても感謝しています。サン・ペドロ要塞を再度訪れましたが、日曜日でクローズでし
た。残念！！さよならパーティーでは一週間お世話になったドライバーのフランシスさん、通
訳のダイアナさんと私の３人で大好きなバイキングへ行きましたが、ワールドビッグフォー
社から支払いの半分以上を補助していただき、いつもながら大変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、一週間の滞在中、メイド長のアイリーンさん、メイドのマイ
リーンさんとジョビリンさんに多くの日本人が忘れてしまった『心からのやさしさ』に包まれ
て最高にハッピーでした。毎回素晴らしい旅行をサービスしてくれるワールドビッグフォー
社には感謝！感謝！です。本当にありがとうございました。

行かないつもりだった海外旅行でしたが、初めてのセブ
では、また来たくなるような良い経験旅行を楽しみました！

　四泊五日、二度目のセブ旅行を楽し
んで来ました。二時間遅れで現地空港
に到着。一昨年に比べ空港内外整備さ
れ、とても近代的で快適な空間になっ
ていました。一日目はボホール島。世界
最小の可愛らしいメガネザルのター
シャと対面、その後ロボック川の船上に
てランチバイキング、現地人による
ショーには皆クギ付け！最後はチョコ
レートヒルズへ。強風のある中、長い階
段を登り頂上に！円錐形の小丘群にと
ても感激しました。二日目は市内観光と
ショッピング、念願の山頂展望台トップスではセブ市内の大パノラマを楽しめました。次はフ
ラワーパーク、傾斜地にあり、これもまた見晴しが良く沢山の花（日本で見られるヒマワリ、ダ
リヤ等もあった）にも出会いました。最後はフィリピン最古最小の三角形をしたサンペドロ
要塞。戦時中を物語り、今は本当に平和だとしみじみ感じさせられました。三日目はナルスア
ン島でのシュノーケリング、海中で、見た事の無い魚と大群にはビックリでした。船上では船
員さんが素もぐりで獲って来てくれた新鮮なウニを美味しくいただきました。夜はさよなら
パーティー。沢山の御馳走に生バンド演奏でメイドさん達と踊ったりと楽しいひとときを過
ごさせていただきました。夢の様な五日間、とても満足した旅でした。行方会長様、ワールド
ビッグフォーのスタッフの皆様に感謝します。本当にありがとうございました。

船員さんたちが素潜りで獲ってきてくれ
た新鮮なウニを美味しくいただきました！

大好きなカルボン・マーケットでは、暑い中を
一緒に同行してくれた通訳さんにとても感謝！

トップスで市内一望のあとはフラワーパーク。
ここも見晴しが良く沢山の花に出会いました♪

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴３年１ヵ月　田村さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　磯部さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　傘木さん

出発日９月１７日（７泊８日）
会員歴３年４ヵ月　長谷川さん
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　友達の甘い誘いに乗っかってセブへ
の旅行と相成った。南国の海、熱帯の
魚、学生たちの英語の勉強の島、と聞
いて泳ぎの楽しみ、若人の熱気を期待
し飛行機に。成田で遅れること１時間
半、セブに着いて楽しみのフィリピン料
理を堪能し、コーラルポイントリゾート
には現地時間の２３時。さすがに疲れ
シャワーも浴びずにベッドに、翌朝は
ボホール島まで４時に起き港へ。船は
寒く冷蔵庫並み、ボボール島でター
シャの眠りを妨げ写真、目がないサル

ではターシャにならずインチキ写真を撮る。昼食は観覧船のバイキング、これはうまかった。
川面に渡る風を受けアランドロンの気分。ちと古い話か・・・原住民のダンスを見、チョコ
レートヒルズで考案、どうやってできたのかを。海が隆起し、また沈んだの説は納得できな
い不思議な景観。蝶々の園で蝶になって写真を撮る。シュノーケリングの予定が台風でダ
メ、市内観光、マゼラン記念碑やサンペドロ要塞で歴史を考える。西洋人は野蛮人だと。し
ばしの天国か。翌日やっとシュノーケリング、途中トローリングをやってみたが釣果無し、シュ
ノーケリングは久し振りで海の魚がきれい、残念ながらサンゴは見当たらない。ウニがいて
船で食べ放題に、セブ島の人は豊かだ。着る物に困らず、食う物にも困らず、闘争の無い国
かもと思うが、ドゥテルテ大統領の話は生臭い。桟橋で若き人たちの姿を見て若さをうらや
む年に。最後の夜はメイドさんたちとダンスで楽しむ。若くてまじめな彼女たちに幸いあれ
とエールを送りたくなる。あっという間のセブ旅行、友達に感謝である。

ボホール島まで４時に起き港へ。皆さん！
船は寒く冷蔵庫並み、上着を忘れずに！

お目当てのターシャ（メガネザル）とも対面！昼食
は船上バイキング。そして、原住民とツーショット！

　今回昨年２月に続き、２度目のセブ
島の旅でした。前回は女２人旅で、の
んびり旅でしたが、今度は若い２人も
一緒で４人旅の為、飽きさせない様に
下準備を念入りにして行って来ました。
朝の便で日本を出発したので、１５時
３０分にはマクタン・セブ空港に到着。
外に出ると昨年お世話になった通訳の
ミッシェルさんが迎えに来てくれていて
「おかえりなさい！」との声をかけてもら
いうれしくなりました。コーラルポイン
トリゾートに向かう途中、フルーツスタ
ンドに寄ってもらったりしながら到着。
ウキウキしながら上がって行くと、ウェルカムドリンクにマンゴー、一緒に行った友人も大喜
びでした。今度の旅行では二日目に島へ渡りＢＢＱをしていただき、その夜はニューハーフ
ショーへ。ここでは長男が舞台へ招かれたりと一番楽しんでいました。３日目はインスタ映え
なスポットへ行くことになり、ドライバーさんも初めての所でかなり遠く、約２時間近く掛
かってしまいましたが、楽しく色々写真を撮ったりした後、帰りに２つのショッピングセン
ターにも寄ってもらい色々買い物をしてきました。４日目は待ちに待ったシーウォーク、パラ
セーリング、バナナボートと楽しく体験し、その夜は新しく出来た近くのホテルのディナーに
連れて行っていただきご馳走になりました。毎夜オイルマッサージを受け満喫出来ました
が、帰りに少し残念だったのがマクタン空港で折りたたみの日傘兼雨傘を没収されたことで
した。この一年益々変わって行くセブ島、また来たいと思いました。こんな素晴らしい旅を提
供して下さった会社に感謝とスタッフの方へありがとうございました。

楽しかったセブの旅

ボホール島の蝶々の園で蝶になって写真を撮る。
こんなにデカいのがいるわけではないですよ！

ニューハーフショーでは長男が舞台
へ招かれ、一番楽しんでいました！

２度目のセブ島 セブ旅行記

初めてのセブ島：リピーター確定！
　９月１日から４泊５日で初めてのセ

ブ旅行！！マクタン・セブ空港に到着し、

コーラルポイントリゾートにチェックイ

ン。Ａ棟６階のお部屋に案内され、気品

ある豪華さに感動。そして、メイドさん

よりマンゴージュースでおもてなし。濃

厚でとても美味しかったです。２日目の

朝、テラスから望む眺望は、これぞ南国

の楽園風景でした。朝食をいただき、ボ

ホール島に向かい、お目当てのター

シャ（メガネザル）と対面。夜行性なの

でほとんどが寝ているターシャの中に、真ん丸お目目で起きているターシャを発見！昼食は

船上バイキング。そして、原住民とツーショット！その後、蝶々の楽園や神秘的な光景のチョ

コレートヒルズを満喫しました。３日目は市内観光に行き、ラプラプ公園、マンゴー工場、Ｔ

ＯＰ ＯＦ ＣＥＢＵからの眺望と美しい料理に感動。リトルアムステルダムの綺麗なお花、

サンペドロ要塞、道教寺院を見学。４日目はパンダノン島でシュノーケリング！透き通った海

で色や形が様々な熱帯魚を見ることができ、まるでプライベート水族館！この日の夜はサヨ

ナラパーティー。美味しい料理と生演奏やメイドさんたちのダンスで楽しい時間を過ごすこ

とができました。お世話になったワールドビッグフォーの通訳（ダイアナさん）やメイドの皆

さんにも感謝です。本当に素晴らしい思い出をいただき、ありがとうございました。

昨年に続き２度目のセブ島の旅！今回は２時間近く掛け
てインスタ映えなスポットへ行って見ました！ん～自然♪

　セブ島旅行は３回目、今回は女性５

人でのんびり旅行。成田空港から約４

時間余りでマクタン・セブ空港に到着。

１年半ぶりに見る空港があまりにも綺

麗に変わっていてビックリ。途中で夕食

をいただき、コーラルポイントリゾート

に着くと見慣れた笑顔のメイドさんた

ちのお出迎え、それに美味しいマン

ゴージュースをいただきホッと一安心。

翌日はマクタン島の近隣の島でバーベ

キューを美味しくいただき、夜には楽し

みにしていたマッサージ。３日目には１泊２日の予定でバンタヤン島へ行き広大な白い砂

丘、どこまでも続く真っ青な海、洞窟、マングローブなど、色 と々楽しみがたくさんの島めぐり

だった。島から帰って夜には早速マッサージでリラックス。翌日はマリンスポーツを楽しんだ

り、ラプラプ公園、エトセトラ…。残りの日々は“のんびり”と足マッサージ。ショッピング、ミラク

ルアートを楽しむ。また今回も昼夜とも美味しいフィリピン料理、中華料理など盛沢山の料

理をいただき大満足。今回も通訳のダイアナさん、ドライバーさん、メイドさんたち皆さんに

親切にしていただき楽しい旅行をすることができました。有り難うございました。

島めぐりやマッサージ、盛沢山の料理等で大満
足！女性５人でのんびり旅行を楽しみました♪

ボホール島では、ターシャ、蝶々の楽園や神秘
的な光景のチョコレートヒルズを満喫しました！

ダイアナさん、ドライバーさん、メイドさん、
楽しい旅行を有り難うございました！

出発日１０月１日（７泊８日）
会員歴１０年７ヵ月　伊丹さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　加藤さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　長添さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　一瀬さん
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