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笑顔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！

華やかな景観に温暖で快適な自然環境は私達の健康長寿には勿論、新たなる夢や

希望にも繋がる幸福のオアシス。海外旅行が初めての方でも気軽に安心してご満喫頂ける

アットホームで充実したお持て成し、笑顔と共に人生観も変わるリゾートライフをいつでも

お届け致します。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！女子旅をテーマとしたセブ島の

優しい環境づくりは日本人観光客を心から歓迎しており、親日で敬老の精神が豊富な国民性は

素晴らしい滞在は勿論、元気に若返る素敵な思い出づくりも思う存分にお楽しみ頂けます。

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。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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

ワールドビッグフォーリゾートが提供するセブ旅行では、専属スタッフが皆様の滞在を毎日サポート致しま
す。旅のプランも現地到着後、ご希望に合わせてお手伝い致しますので、海外旅行が初めての方でも安心で
す！セブ島観光おすすめのスポットや大人も子供も楽しめるマリンアクティビティー、またリラクゼーションに
はエステ、マッサージも最適です！女性に人気のあるカフェ＆スイーツ、ビタミン豊富な南国果物、フィリピン
料理は勿論、各国の味覚を楽しめるレストランも充実しています。そのほか、品数豊富な巨大ショッピング
モールが幾つもあり見所はまさに無限大です！是非、ご家族・ご友人との大切な思い出作りに、ワールドビッ
グフォーリゾートをご利用下さい。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２年１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

０２／０１～０３／３１ ￥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回目のセブ、行けば行くほどワー
ルドビッグフォーとセブに魅了されて
います。成長するフィリピンの中でもセ
ブは世界の大富豪のリゾート地として
オーナーの方々を魅了する安全性と抜
群の自然環境。手入れの行き届いた広
大な庭園やプライベートビーチ。日の
出時の散歩で神秘的なエネルギーを
浴びてスタート。子供から大人まで楽し
める５個のプライベートプールは、朝
一、夕暮れ時、いつ泳いでもオッケー！
夕暮れのインフィニティプールでは、月
と海とプールの人間が一体になった大
宇宙を感じる幻想的なすばらしい体験
でした。泳いだ後はメイドさんがタオ
ルを持って待っていてくれます。濡れた
水着も翌朝にはキチンと乾いていま

す。もう女王様の気分でございます。笑♪ 海ガールの私はバンカーボートでオランゴ島へ
GO‼沖合に船を止めてシュノーケリングです。透き通った真っ青の海の中に本物の珊瑚の
山を見つけた時はめちゃ感動です。透明でも深いので大小の色とりどりの魚の群れに出
会ってかわいいし、たのし～い！"ラプラプ"という名前の高級魚を調達してメイドさんのクッ
キングも体験しました。ラプラプさんにも敬意を表して美味しくいただきましました。ビバ
リーヒルズのキラキラ寺院や、蝶々博物館、期待のテンプルオブレイヤーの宮殿は完成まで
にはまだまだ時間がかかりそうですが、セブ市を見渡せる広いテラスはお気に入りです。今
回ご一緒できた方々はリピーターばかりなのでゆっくりゆったりワールドビッグフォー、セブ
王国でくつろがせていただきました。コーラルポイントリゾートがあるエリアは新しいホテ
ルの建設ラッシュ！道も拡張工事が始まっています。３０年前の行方会長の予見通り、自然
と共存しながらますます成長するセブ王国で、今回も女王様のように心身のエネルギーを
チャージさせていただきました。ワールドビッグフォーのセブ旅行は1回いくと1年は健康寿
命が伸びる気がします。人生１００年時代には欠かせないイベントです。老若男女たくさん
の方々をお連れしたいです。ありがとうございます。ご縁に感謝です。

海ガールの私はバンカーボートでオランゴ島へ
GO‼沖合に船を止めてシュノーケリングです！

毎日の移動の心配なく観光も楽しめ、マッサージや
買い物、食事も豪華で大変満足して参りました♪

　何度か海外旅行を経験している私で
すが、今回のセブ島への旅行は最高の
メモリアル旅行でした。「ゴルフ仲間で
のゴルフツアーを」と計画しましたが、
自然豊かなセブの島々やのどかでゆっ
たりとした時の流れを感じさせてくれ
た旅でした。ホテルとは違って大富豪
の別荘というコーラルポイントリゾート
ではかわいらしいメイドさんが全て
フォローしてくれ、マンゴージュースを
始め、朝食のヘルシーな食事は海を眺
めながらの至福の一時でした。チーフ
の西村さんが日本から「やきそば」や「レトルトカレー」を持参してくれ、フィリピン食に少し
飽きた時は、日本を思い出させる美味しい味でした。２回のゴルフの他に、離島に渡っての
バーベキューを計画していましたが、あいにく強風のため船が出れないと、マクタン島の海
水浴場でのバーベキューを経験させていただきました。豚肉や魚介類のおいしさには、この
世の極楽かと思う程でした。偶然にも日本から訪れた若い娘たちがジンベエザメ観光をし
た後、私たちと行動を共にしてくれて、思わぬ素晴らしいスナップ写真が撮れました。女房で
はありませんが、「何と素晴らしい旅だったの？」と、呆れ顔で笑われたのには恐縮しまくりで
した。最後の晩にはさよならパーティーが開かれ、バンド付きでのメイドさんたちとのバン
ブーダンスは年がいもなく汗びっしょりで楽しむことができ、人と人とのつながりの素晴しさ
を感じさせられました。そして改めて日本の素晴しさも感じさせられる旅でした。ビバセブ
島！また行きますよ。

ゆっくり過ごせたセブ旅行

手入れの行き届いた広大な敷地♪日の出時
の散歩で神秘的なエネルギーを浴びてスタート！

偶然にも日本から訪れた若い娘たちが私たちと行動を共に
してくれて、思わぬ素晴らしいスナップ写真が撮れました！

初めてのセブ ワールドビッグフォーセブ島王国で、女王様ライフを満喫！

セブ２回目の旅行を終えて
　今回でセブに行ったのは２回目で

す。１回目と違い、余裕を持って見て回

ることができました。３日目にセブの海

を見た際、透明度の高い海と無数の熱

帯魚を記憶に残せました。多くの観光

地に車で移動できるのが快適であり、

希望を言えば、マッサージや買い物に

も移動できることが凄いと思います。食

事も豪華に摂ることができた為、大変

満足して参りました。最終日には、私１人の時、希望を出して射撃を体験して来ました。普段

の日本では困難なことが可能になる、セブは可能性が多くあると考えました。今回の旅行で

は、現地通訳のミッシェルさん、アイリーンさんたちメイドの皆様や運転手の方（ナルドさ

ん）に敬意を示したいと思います。同行していただきました喜多さん、滝田さん、倉田さんに

も感謝あるのみです。最後になりますが、ワールドビッグフォー様に感謝致します。

のどかでゆったりとした時の流れを感じさせてくれた
セブ島。私にとって“最高のメモリアル旅行”でした♪

　今回のセブ旅行の目的はコーラルポ

イントリゾートでのんびり、ゆっくり過ご

すことでした。観光はあまり予定しませ

んでした。朝起きてコーラルポイントの

敷地内を散歩して、ガードマンさんとも

仲良くなり、日の出を眺めて施設へ戻り

美味しい朝食をいただき、特にマン

ゴーは美味しかったですね。毎朝１０

時ごろからプールとプライベートビー

チで泳ぎ、昼食後はお昼寝をしたり読書をしたりして、夕方もコーラルポイントリゾートの周

りを散歩して夕陽を眺めて来ました。その後、マッサージ店に行き疲れを取って来ました。今

回の旅行ではゆっくり休養が取れ、リラックスできて本当に良かったです。メイドさんにはい

つも安全確認のためプール、海での泳ぎの時の見守りや午後の散歩に同行していただき感

謝です。メイド長のアイリーンさんはじめ現地のスタッフの皆様には大変お世話になりあり

がとうございました。

敷地内を散歩して、プールとプライベートビーチで泳ぎ、
お昼寝や読書をしたりして、“のんびり”過ごせました！

今回は２回目のセブ！ 余裕を持って見て回れました。快適な時間
を楽しみ、透明度の高い海と無数の熱帯魚を記憶に残せました！

今回の旅行はゆっくり休養が取れ、
リラックス出来て本当に良かったです♪

出発日１１月１５日（８泊９日）
会員歴１年７ヵ月　神林さん

出発日１０月５日（４泊５日）
会員歴８年１１ヵ月　喜多さん

出発日９月１１日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　加藤さん

出発日１０月５日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　渡邉さん
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　最近、コーラルポイントリゾートの真
向かいに出来たリゾートホテル「デュ
シットタニ」が大好きで、歩いて行ける
し、夜遅くまで利用でき気に入っていま
す。７月に行った時も、ランチしたりお
茶を飲みに行ったり、夕陽を見に行っ
たりしました。朝ごはんを食べて、ゆっ
くりしてからプールや海で泳ぎ、お昼を
歩いて食べに行くのが好きです。ワー
ルドカップラグビー日本の応援もここ
のスポーツバーで皆んなで見て大騒ぎ
して思い出に残るラグビー観戦になり

ました。バーの女の子が覚えていてくれて、笑顔でハグされたのはとても嬉しくて、また行っ
てみたくなりました。今回は大人数で行ったので、車の中でも歌を唄ったり、大騒ぎの移動
で楽しかったです。気の合う仲間で行くとほんとに楽しくて、メイドさんたちも笑顔で陽気で
本当に感謝します。「ただいまー」と通訳さんに言うのが、格別に心が癒されます。行く度に
楽しみが増えて、日本での生活にも張りが出ます。初めてアメージングショーにも行ったの
ですが、予想以上に質が高く楽しくてビックリしました。女性より女性らしく、きれいで楽しい
ショーに感動しちゃいました。毎日、朝陽を見て感動するって日本では無いので、やっぱりセ
ブは魅力的で優しく楽しい人が多くて、本当に楽しい所です。「みんなセブで住んじゃえばい
いのに」って思いながら、ゆっくりしていました。みんなありがとうございます。

初めてアメージングショーにも行ったのですが、
予想以上に質が高く楽しくてビックリしました！

可愛いメイドさんたちの笑顔と心遣いに癒され、
青い空と海に私たち専用のプール三昧♪

　この度４度目のセブ島旅行を満喫し

て来ました。今回は家族みんな、総勢８

名でお世話になりました。母と私以外

は初めてのセブ島だったので、「案内」

をするつもりでいましたが、来てしまう

と初回の時と同じように興奮して、楽し

くて何回来ても初めての時のように心

がときめいてしまいます。無人島もボ

ホール島ツアーもとても楽しく、セブ島

の人たちの温かさに触れて、心から穏

やかな気持ちになれました。日本での仕事の疲れなど“吹っ飛んで”しまいました。（笑）ちょう

ど台風１９号と同じ時期だった為、帰りの飛行機が大幅に遅れてしまいましたが、通訳のダ

イアナさんがすぐに対応してくれて、コーラルポイントリゾートに戻って過ごすことができま

した。小さな甥っ子たちはプールで遊び、疲れている大人たちはベットを使わせてもらい横

になったりスーパーに連れて行ってもらったりと、急なお願いにもかかわらず快適に過ごさ

せてもらいました。日本に帰国してからは、“セブ島ロス”が止まりません。またセブ島に戻っ

て、メイドさんたちから「お帰りなさい」と言われたいです。それまで元気に健やかに毎日を

過ごして行きたいと思います。

初めてのセブ島

やっぱりセブは魅力的で優しく楽しい
人が多くて、本当に楽しい所です♪

帰国後“セブ島ロス”が止まりません！ またセブ島に戻っ
て、メイドさんたちから「お帰りなさい」と言われたいです♪

４度目のセブ島 Dusit ThaniとAmazing show

またすぐに行きたい！セブ・セレブ旅行-⑥
　７月に続き総勢９名でコーラルポイ

ントリゾートへ！今回初めての伊藤さん

や上田さん、久し振りに一緒のみんな

を盛り上げてくれた大野さん、荒川さ

ん、レギュラーの小林さんたちで“わい

がや”泊まり、今回も別荘ライフを満喫

しました。アイリーンさんをはじめ可愛

いメイドさんたちの笑顔と心遣いに癒

され、青い空と海に私たち専用のプー

ル三昧。何度行っても飽きないアイラン

ドホッピング、レベルが高いのに格安

の各国料理やショッピング（写真の水着もゲット♪セブは水着とＴシャツが安くて可愛いで

す）今回も大満足の旅となりました。行く度に新しい商業施設などの建設ラッシュで経済発

展を感じますが、最新の水族館と歩いて行けるDusit Thaniホテルは秀逸で再訪決定です。

滞在中温かいサポートをしてくれた通訳のリサさん、ドライバーのフランシスさん、そして同

道の大切な友人たち、さらに腕を上げて今回も専属カメラマンの様に活躍下さった冨田統

括、ワールドビッグフォーリゾートに巡り合わせてくれた谷津田さん、大きな愛で温かく見

守って下さる理事をはじめ、事務局の皆さん、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。引き続き大切な友人たちに伝え続けてい

こうと思います。次回は１月！またすぐに行きますよ～！！

今回は家族みんな、総勢８名でお世話になりました！
何回来ても初めての時のように心がときめいています♪

　久し振りの海外旅行にワクワクドキ

ドキ♡主人の両親、妹夫婦、主人と私と

６歳と２歳の息子と総勢８人での初め

てのセブ島旅行に！マクタン・セブ空港

では通訳のダイアナさんと運転手のベ

ルナルドさん、コーラルポイントリゾー

トに到着すると今度はかわいいメイド

さんたちに出迎えられ素敵な部屋へ。

眺めも良くうっとり。アメージングショー

や市内観光を楽しみ、ボホール島では

初めてターシャを見て感動したり、ヘビ

を触って“ゾワゾワ”したり（汗）。無人島でもきれいな海とバーベキューを満喫。そして最後の

夜にはさよならパーティーを開いていただき、４人のバンドの人たちが生演奏。物静かなイ

メージだったベルナルドさんの変貌（笑）とメイドさんたちの素敵なダンスとまたまた初め

て見た豚の丸焼きと共に大変盛り上がりました。最終日、飛行場に行くと日本の台風の影響

で飛行機に乗れず、帰国日が一日延びるというハプニングもありましたが、とても楽しい４

泊５日の旅でした。ワールドビッグフォーリゾートのスタッフの方、メイドさんたちもいろい

ろお世話になりありがとうございました。今回、この旅行を計画し誘ってくれた義母に感謝感

謝です！またこのメンバーで行けることを楽しみにしています。

さよならパーティーでは、メイドさんたちの素敵なダンス
と初めて見た豚の丸焼きと共に大変盛り上がりました！

別荘ライフを満喫しました！ 最新の水族館と歩いて
行けるDusit Thaniホテルは秀逸で再訪決定です！

今回、この旅行を計画し誘ってくれた義母に感謝感謝
です！またこのメンバーで行けることを楽しみにしています！

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　歯黒さん

出発日１０月１６日（８泊９日）
会員歴１５年３ヵ月　谷津田さん

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　仲井さん

出発日１０月１７日（７泊８日）
会員歴４年４ヵ月　橋本さん
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　２年９ヵ月振りに訪れて、近代化さ

れたマクタン・セブ空港にまず驚きまし

た。出迎えてくれた通訳のリサさん、運

転手さんの笑顔、そしてメイドさんたち

の笑顔は以前と変わらず優しく温かい

ものでした。東京より気温が１０度も

高い２９度というセブの暖かな気候

に、疲れ切っていた心も身体も一瞬で

解きほぐされたような気がしました。お

天気にも恵まれたので、毎日青空とど

こまでも透き通る真っ青な海を眺めて

の４泊５日間でした。日本では紅葉の季節だというのに、温かいプールに入って海と一体

化しながら、まるで温泉に入っているような気分でした。全身マッサージにフットマッサー

ジ、ネイルケアもして日頃のストレスや悩みも吹き飛んでいきました。街中に出ると、ホテル

等の新しいビルが建ち並び、若い留学生らしき人たちが溢れていて、マクタン島はどんどん

高級リゾート化していました。新旧の色分けがくっきりで、驚きと共に国が発展して行くって

こんな厳しい現実もあるのかとも思いました。私は日常生活の中で時々疲れ切ってしまうこ

ともありますが、そんな時、暖かなセブ島への旅が身近にあるという幸せを改めて感じるこ

とができました。ワールドビッグフォーに巡り逢えたことを心から感謝致します。末永くこの

幸せが続くことを心から願っております。

セブの暖かな気候に、疲れ切っていた心も身
体も一瞬で解きほぐされたような気がしました♪

４人のメンバーに入れていただき、
初めての楽しいセブ島を満喫しました！

　マクタン・セブ空港は、装いも新たに
また今回も違う顔を見せてくれました。
旅の目的は人其々。碧い海と薄紅色の
水平線に沈む夕陽、そのコントラストは
変わらぬ美しさで、その空間に身を委
ねたいと思いました。先ずは、セブの歴
史が息づく要塞や教会、最古の建物等
を観て回りました。夜は、非現実的な空
間の美しさとユーモアに溢れるアメー
ジングショー。こうして抱腹絶倒の中、
旅が始まりました。丁度、ワールドカッ
プラグビーの真っ只中で、何としても日
本ＶＳ南アフリカの決勝トーナメント初戦を観戦したい私たちは、コーラルポイントリゾー
トの向かいに新しく出来たホテルDusit Thani (デュシタニ)内にスポーツバーを見つけ観戦
応援し、その後ビリヤードで遊びました。初めて行った水族館は、インスタ映えする写真ス
ポットや、不思議な空間の水槽、Bird show等が楽しめて、大人も子供も満足できる場所なの
ではないかと思いました。私は今回メインのアクティビティーはその辺りで、コーラルポイン
トリゾートでの時間を満喫できたことが心からの癒しの時間となりました。薄紅色に沈む夕
陽と沸き立つ朱色の朝陽、その水平線に準えて広がる碧い海は、どこまでも贅沢で珠玉の時
を過ごせたこと、旅の仲間たちと共に改めてワールドビッグフォーに心からの言葉を贈りた
いと思います。「信頼と感謝を込めて有難うございました」。

初めてのセブ島は魅力がいっぱい！

お天気にも恵まれたので、毎日青空とどこまでも
透き通る真っ青な海を眺めての４泊５日間でした！

旅の仲間たちと共に改めてワールドビッグ
フォーに心からの言葉を贈りたいと思います！

どこまでも珠玉で贅沢な時間 温かな笑顔に会えるセブ

楽しみにしていたセブ島
　１０月に友だちに誘っていただき、

４人のメンバーに入れていただきまし

た。とても良い人たちにお会いできまし

たことに感謝しております。初めてのセ

ブ島、空は青く、海はエメラルドグリー

ン、南国の花ブーゲンビリアの白は私

にとって珍しい色でした。コーラルポイ

ントリゾートは一人部屋でとてもゆっく

りと休みました。食事も心配していたの

ですが、朝食はメイドさんたちにおいし

い手料理を作っていただき、ありがとうございました。初めて経験するシーウォーカー。海に

潜ることなど考えもしていなかったので不安でしたが、勇気を出して潜りました。かわいい

魚がたくさんで楽しく遊びました。次はパラセーリングに挑戦、大空に飛び楽しかったです。

ボホール島に船で渡り、ランチクルーズ、かわいいメガネザルのターシャを見学。あまりの

小ささに感動しました。チョコレートヒルズにも驚きました。１７７６もの丘があって緑が

きれいでした。楽しい旅行ができましたのも通訳さんたちスタッフ、そしてドライバーさんの

お陰です。安全運転でありがとうございました。

コーラルポイントリゾートでの時間を満喫でき
たことが、心からの癒しの時間となりました♪

　秋が深まりつつある日本を発ち、わ

ずか４時間。機内から見えたエメラル

ドグリーンの海が気分を上げてくれま

す。空港では通訳のリサさん、ドライ

バーのフランシスさんが迎えてくれて、

行きたい所を伝えると、日程を手際よく

組み立てて案内してくれました。個人旅

行やツアーではこんな風には行きませ

ん。お陰で終始安心して、車窓の景色を

楽しみながらセブを満喫することがで

きました。コーラルポイントリゾートの

スタッフの皆さんもいつも笑顔で、早朝帰国の際も美味しいフルーツとお見送り、ホスピタ

リティーは感動ものです。今回の旅のメンバーは、セブ情報のみならず旅の楽しみ方を熟知

しているご機嫌な方々♪皆さんに身を委ね、マストポイントを効率よく廻り、快適で最高な旅

を楽しめました。本当にご一緒出来て幸せでした。そしてこのご縁をくれた旧友に感謝です。

滞在中はショッピングに市内観光、おしゃれなディナーにロマンチックな夜景。とりわけパン

ダノン島へのアイランドホッピングは、碧い海と白砂の美しさ、吹く風の心地よさに心からリ

ラックスした至福の時間でした。念願のウクレレもお手頃に入手し大満足。一つだけ心残り

は時間の都合で断念したジンベエザメツアー。きっとまたセブにいらっしゃい…ってことで

すね。

秋が深まりつつある日本を発ちわずか４時間！ 機内から
見えたエメラルドグリーンの海が気分を上げてくれます♪

ボホール島ではチョコレートヒルズに驚きまし
た！１７７６もの丘があって緑がきれいでした♪

滞在中はショッピングに市内観光、おしゃれな
ディナーにロマンチックな夜景も満喫しました！

出発日１０月１６日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　上田さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　中野さん

出発日１０月１６日（８泊９日）
会員歴３年４ヵ月　小林さん

出発日１１月１２日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　岡崎さん
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　思いがけなくも、ワールドビッグ
フォーのお話しをいただいたのが５ヵ
月前、お向かいに住んでいる西川さん
からでした。すぐに夫に話し、夫も会員
になって、ご縁ができた所、セブ島へ行
こう!!という話しになりました。そして仲
良くしているご近所のご夫妻をもお誘
いして、３夫婦で行こうという相談がま
とまり、６人でのセブ旅行となりまし
た。早朝の出発では２台の車へ３人ず
つ乗り、成田空港へ。ご近所ですから、
家の前からご一緒でき、何と有難い旅

の始まりです。マクタン・セブ空港では通訳のノバさんが直ぐ分かり、安心してスタートでき
ました。専用車でコーラルポイントリゾートへ直行し、荷物を置いてすぐ街へくり出しまし
た。はじめに「フィリピン料理を食べよう！」とシーフードのお店へ案内して貰いました。そこ
で滞在中の予定を決め、次の日は青い海を船で渡り、シュノーケリング（初体験）。お昼は
バーベキューを用意してくださり往復の船でのスピード感が心地良かったです。山国で育っ
た私は、これまで海にご縁がなく、パラセーリングも初体験。これも楽しみにして来ましたの
で、人生の記念が出来ました。毎日、朝食も用意され、洗濯までお願いして、この景色の中で
遊んでいる日々は天国でした。フェアウェル（さよなら）パーティーは生バンド付き。子豚の
丸焼きに舌づつみし、メイドさんやノバさんとの踊りを楽しみ、あっという間の２時間でし
た。セレブの気分を味わえた４泊５日は至福の時でした。ワールドビッグフォーとのご縁に
感謝。旅のプレゼントをありがとうございました。

お昼はバーベキューを用意してくださり往復
の船でのスピード感が心地良かったです♪

癒しの空間を体験！ 本当にコーラルポイントリ
ゾートの皆様の温かいおもてなしに感謝、感謝！

　セブ島には行こうと思えばいつでも
行けるというゆとりの思いがある中で、
三度目のセブ。友だちと総勢４名での
参加に。私以外は皆初めてのセブで、
ボホール島、近隣への島めぐりやシー
ウォーカー、モーターボートに引かれて
海上をパラセーリング。短い日数でした
が、あれもこれもと結構楽しめたと思い
ます。中でもシーウォーカーは私も初め
てのこと。最初はドキドキで心配でした
が、皆でやれば怖くない‼とばかりに
海の中へ。５メートルだけの深さなの
に…そこは沢山の色とりどりの熱帯魚が！?テレビや写真で見たことがあっても、本物は初め
てのことに感動し、生涯の思い出になりそうです。ボホール島ではバタフライパークでの黄
金の大蛇が思い出されます。私以外の３名は横並びになり大蛇を抱えます。私はギョ！として
拒否。代わりに通訳のミッシェルさんがヘビを抱えるハメになり「キャー！」声をあげました。
はじめての体験だったようです。黄金のヘビは金運をもたらすと言われていますが、私はや
はりノーサンキュー。夢に見てしまいそうです（笑）。近隣の島まではコーラルポイントリゾー
ト前の海岸までバンカーボートが迎えてくれ、メイドさんたちも一緒に上陸。魚介類の青空
市場を見たり、ロングステイしている日本人のおじいちゃんにお会いしたりと楽しいひと時
を。次回はこの元気なおじいちゃんのようにロングステイしてセブ島を満喫できたら嬉しい
です。夢が叶いますように。

セブでセレブ

毎日、朝食も用意され、洗濯もお願いして、セレ
ブの気分を味わえた４泊５日は至福の時でした！

ボホール島では私以外の３名は巨大なヘビの脇に横並
びになり大蛇を抱えました。私はノーサンキューです♪♪

初めての体験 思いがけないプレゼントのセブ旅行

癒しの空間を体験！
　ご近所の仲良しで、夫婦２組と私達、
６人での初めてのセブ島でした。マク
タン・セブ空港を出ると、まさに南国
ムードの中で、通訳のノバさんとドライ
バーさんに笑顔で迎えていただき、
コーラルポイントリゾートへ。ローカル
色の濃い街並みを抜けるとそこには別
世界のリゾートエリアがあり、メイドさ
んたちが出迎えてくれました。バルコ
ニーからの眺めは目前に１８０度の大
海原が広がり、本当に素晴しく、アン
ティークなベッドルームも癒し度満点

でした。翌日からはアイランドホッピング、シュノーケリング、さらにはパラセーリング等マリ
ンスポーツを満喫。また市内観光やニューハーフショーなど、年甲斐もなく頑張ってしまい
ました。数人の方（私も含め）はマッサージにはまり、毎日コーラルポイントリゾートに呼ん
でしまいました。私たちはとかく初めてのセブ島ということで、毎日ハードスケジュールでし
たが、１日コーラルポイントに居て、すばらしい景色の中でゆっくり過ごすのも良いと思い
ます。ゆったりした時の流れを体験できるはずです。特筆すべきはメイドさんたち、通訳のノ
バさんも一緒に帰国前夜のフェアウェルパーティーです。ダンスや歌で大フィーバーしたこ
と。良き思い出となりました。本当にコーラルポイントリゾートの皆様の温かいおもてなしに
感謝、感謝！また是非行きたいと思います。

島巡りやマリンスポーツも体験して、 短い日数
でしたが、あれもこれもと結構楽しめたと思います！

　ウェルカムドリンクはフレッシュなマ

ンゴージュース。５年前にたった１口

でスタートしたワールドビッグフォー。

こんなに優雅で充実したセレブな時間

が過ごせるなんて、ステキな体験でし

た。初めてのセブ島の旅は３組の夫婦

で参加しました。通訳のノバさん、ドラ

イバーさん、２人の可愛いメイドさん

のお陰で大自然を満喫、豊かな生活を

経験することができました。宿泊してい

るコーラルポイントリゾートの船着場

へ横付けで船が迎えに来てくれて、セレブな気分に浸りながらアイランドホッピングがス

タート。お天気にも恵まれシュノーケリング。色とりどりの魚と泳ぎ、気分は「アリエル」。初体

験のパラセーリングで空高く舞い上がり海や街を見下ろし「ジャスミン」の気分を味わい、美

しい自然を大いに楽しみました。海から日の出を見るための早起きも楽しみで、アラームが

鳴る前から目が覚めるほど。環境が変わるとこんなにも気持が変わるのかと自分にビック

リ。４日間、毎晩マッサージを受け１日の疲れをリセットし、心も体も癒されて眠りにつく毎

日でした。帰りの飛行機の中では、次回のセブ島での過ごし方を計画するほど６人全員が大

満足。大自然に感謝し、セレブな気分を味わいにまた訪れたいと思います。

朝からフレッシュなマンゴージュース！ こんなに優雅で
充実したセレブな時間が過ごせるなんてステキ～♪

アイランドホッピング、シュノーケリング、さらには
パラセーリング等マリンスポーツを満喫しました♪

初めてのセブ島でセレブの旅を堪能し、次回のセブ
島での過ごし方を計画するほど６人全員が大満足！

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴５年５ヵ月　西川さん

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　佐藤さん

出発日１１月１２日（４泊５日）
会員歴１３年７ヵ月　椎谷さん

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴４ヵ月　浅野さん
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　一年前に入会した際、「いつか、セブ
島に行ってみたい！」でした。こんなに
早く実現できるなんて…今回は総勢９
人の旅でした。朝早く家を出発してマク
タン・セブ空港に着いたのは暗くなっ
てから、１日かけての旅の始まり。異国
の地で日本語が話せる専属通訳さんの
存在は心強かったです。夕食は日本食、
冷やし中華ではじまりました。これが美
味しくて、その後飛行機の移動の疲れ
を癒すマッサージを皆で受け、これか
らお世話になる宿泊場所「コーラルポ

イントリゾート」へ。メイドさんに迎えられ１日目終了。２日目は朝早くボホール島ツアーに
出発。２時間ほど船に揺られ、チョコレートヒルズ、めがね猿見学、船上ランチクルーズ、夕
方セブ島でアメージングショーの鑑賞。大笑いのひとときでした。通訳のリサさんの案内で
色々経験ができました。３日目は海を楽しみました。シーウォーカー、パラセーリングも初め
ての体験、恐怖心でいっぱいでしたがなんとかクリア。良い思い出ができました。午後はセ
ブ島にあるショッピングセンターで各自自由行動。４日目はお土産を買ったり、ゆっくり
ショッピングを楽しみ、夜は生バンドとメイドさんのダンスでのパーティーでしめくくり、５
日間メイドさんには洗濯・朝食の用意・掃除もしていただき主婦をお休みでき、至福のひと
ときでした。この旅行に携っていただいた方々に本当に感謝です。ありがとうございました。

メイドさんには洗濯・朝食の用意・掃除もしていただき主
婦をお休みでき、セブ旅行を満喫！至福のひとときでした！

ミラクルアートミュージアムで楽しい写真を沢山撮りまし
た！ リサさんとの息もピッタリ、三位一体のポージングです！

　旅行日が近づくにつれて「台風１９
号」が接近して来ました。飛行機の欠航
も予想されましたが、上陸直前に旅立
つことができました。飛行機から降りる
と蒸し暑く、湿度の高さを感じました。
空港では通訳のリサさんが出迎えてく
れ、食事へ行きました。屋外で食べる
フィリピン料理、美味しかったです。別
荘？コーラルポイントリゾートへ到着し
ました。ここはホテルではなく「大富豪
の別荘」との事です！驚いたのは日本の
ＮＨＫが日本語で放送されており、台
風の被害が報道され、家のことが少し
心配になりました。２日目はマリンスポーツを楽しみました。パラセーリングは、恐怖不安も
ありましたが、ベンチに腰かけ飛んでる感じで楽しかったです。これはお勧めです！バナナ
ボートは変わり行く景色を見るとスピードを感じ、スリル満点でした。海中散歩では、宇宙服
の鎧のようなもの（重さ４０キロ）をかぶりましたが、海中では重さは感じませんでした。そ
の後、日本では体験できない射撃をしました。音はかなり高音です。注意が必要です！３日目
は船でボホール島へ行きました。展望台に着くと同じような形の小さい山「チョコレートヒル
ズ」が沢山見えました。サンゴ礁で出来ていて、昔海底だったようです。驚きです！目の大きな
小さな体の猿、大蛇、珍しい蝶を見て、南国・熱帯を感じました。ヤシの実ジュース、内側の白
い部分（スプーンで食べる）は珍味です！まだまだ「続き」はありますが、これくらいにします。
最後に日本語対応してくれた通訳のリサさん、ドライバーさん、メイドさん、そしてワールド
ビッグフォーに感謝致します。有難うございました。

楽しいセブの旅

シーウォーカー、パラセーリングも初めての体験、恐怖
心いっぱいでしたがなんとかクリア！海を楽しみました！

海中散歩では、宇宙服の鎧のようなもの（重さ４０キロ）
をかぶりましたが、海中では重さは感じませんでした！

良い思い出となったセブ セブ島の思い出

南の島セブの旅
　セブ島♪そんな南の島へ是非行っ
てみたい！美しい海の中でもう一度熱
帯魚の群れを追いかけてみたいと
思ったのが、ワールドビッグフォーとの
お付き合いの始まりでした。お天気に
恵まれ、ボホール島への船の旅、そし
て珍しいチョコレートヒルズ、めがね
猿との静かな出会い。美味しいランチ
をしながらのクルージング！川岸のあ
ちらこちらで先住民の楽しい音楽に合
わせてのダンスショー！仲間に入れて
もらって一緒に踊ったりウクレレを弾

いたりして満喫しました。夜はオイルマッサージで旅の疲れを取りぐっすり快眠。アメージ
ングショーはお腹を抱えて笑い転げました。パラセーリングと海底散歩も生まれて初めて
の貴重な体験で大感動でした。毎晩気持ちの良いオイルマッサージを受け、日頃の自分
へのご褒美として、なんとゆったり、リラックスしたことでしょう。同行して下さった高田さん
のお陰でとても充実した旅でした。最後の夜はメイドさんたちの作ったご馳走と乾杯で
パーティー♪楽団入りで！これが本当に楽しくて、皆で踊ったり笑ったりの大変な盛り上が
りでした。帰国の朝は朝食の前に散歩に出て、プールでひと泳ぎしました。マクタン・セブ
空港に向かう途中にミラクルアートミュージアムに寄って楽しい写真をたくさん撮りまし
た。運転手さん、案内してくれた通訳のリサさん、連れて行って下さった高田さんに心から
お礼を申し上げます。お世話になりました。

ボホール島の展望台に着くと同じような形の小
さい山「チョコレートヒルズ」が沢山見えました♪

　セブ島旅行、突然の誘いによって行

くことになりました。私は、海外旅行は

年に数回行っているのですが、今回、台

風の接近をよそに行って来ました。ワー

ルドビッグフォーの現地スタッフの手

馴れた歓迎を受けました。我々の希望

を聞きプランの設定、段取り、すべて通

訳さんがしてくれました。パラセーリン

グは気持ちよく空を飛んでいる気分、

シーウォーカーでは海中のため動きが

遅く魚に馬鹿にされているようだ。バナナボートは結構迫力があり、振り落とされたら引っ張

るボートの運転手の気が付いた時は、救命胴衣で海上に浮いている。お客を探すのに大変

だろう。高齢者には優しいと思うが？恒例のライフル射撃も久し振りに刺激を受けた。ボホー

ル島での船上で音楽を聴きながらの食事は心地よい経験をした。待ち受けている現地の踊

り子たちは、日曜日とあって子供たちが慣れた足裁きで歓迎してくれた。普段は子供たちは

居ないらしい。もちろんメガネザル（ターシャ）にも会って来た。巡ったのは一部だろうが、４

泊５日では無理だ。次の機会に残しておこう。活気溢れるセブの若者に期待しよう。楽しい旅

を有難う。

パラセーリングは気持ちよく空を飛べたが、シーウォーカ
ーでは動きが遅く魚に馬鹿にされているようだった笑♪

先住民の楽しい音楽に合わせてのダンスショー！ 仲間に入れ
てもらって一緒に踊ったりウクレレを弾いたり満喫しました♪

プランの設定、すべて段取りしてくれた通訳さん、楽しい旅をあ
りがとう！足湯じゃないのに気持ちいい！小魚足をくすぐる～♪♪

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　中川さん

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　和田さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　大池さん

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　寺嶋さん
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　１年半ぶりのセブに、今回は個性豊

かな女性５人旅。私たちのリーダー高

野さんを頼りに、みんなで行きたかっ

た場所へ島めぐり。そこでＢＢＱをい

ただきました。また、バンタヤン島のサ

ンタフェビーチでは大きなヤドカリに

びっくり！青い空、青い海、白い砂の

ビーチに白いパラソルとベッドが絵に

なる。この美しい風景が目の前に広

がっている。何かで見たこの景色の中

に私がいる！うっとり心奪われた私、“し

あわせ”。ここからバイクの脇に付いた三輪車に乗りオグトンケープへ。その洞窟の中のプー

ルに入ったり、マングローブを見学し、木の根っこのことだと知りました。バナナボートでは

“ワーキャーアハハハハ”と楽しく愉快、最高！どれもみな初体験でした。ミラクルアート、これ

もハマリまくり写真撮りまくりでした。外せないのがオイルマッサージにエステとショッピン

グに盛り沢山。天候にも恵まれたセブの旅でした。何の心配もなく安心して過ごせることに

感謝でいっぱいです。ダイアナさん、ドライバーさん、コーラルポイントリゾートのスタッフ

の皆様方のおかげです。ありがとうございました。またお会いしましょう。

青い空、青い海、白い砂のビーチに白いパラソルとベッド
が絵になる。この美しい風景が目の前に広がっている！

ミラクルアートミュージアムでは皆童心に返り“ワ
ーワー、キャーキャー”と写真を撮り楽しみました♪

　初めてのセブ島旅行。友人に誘われ
て、友人と息子さん、私と私の娘の４人
で行きました。友人の息子さんと娘は
保育園からの長い縁で、旅行は初めて
でしたが、何の抵抗もなく、過ごすこと
が出来ました。新しく出来たマクタン・
セブ空港に着くと、いつもの現実から
解放され、ワクワクな気持ちになりまし
た。４泊５日の間は楽しいことがたくさ
んで、いつもはしないことをたくさん詰
め込みました。子供より私のやりたいこ
とを優先にした内容で、『ネリスビル・
セルフィーコーナー』に行った時は、山道を走る車の中で無事にたどりつくことができるのか
心配になりましたが、着いた時の景色のきれいさにそれまでの心配など忘れてしまいまし
た。鳥の巣に入ったり、ブランコに乗ったり、可愛い建物だったり、吊り橋を渡ったりと色々な
場所で普段一緒に写真を撮りたがらない娘と写真を撮れて、私の宝物が増えました。これも
セブの“おみやげ”です。またマリンスポーツがやりたいと言う娘に応えて、バナナボートや
シーウォーカー、パラセーリングをしました。久し振りにキャアキャア声を上げて童心に返っ
たかのようにはしゃいだ一日でした。楽しい旅行ができたのは、ドライバーさん、通訳さん、
身の回りのお世話をしてくれたメイドさんたち、そしてこの旅行に誘ってくれた友人に感謝
です。本当にありがとうございました。また行きたいです。

何度 訪れても 楽しい セブ

天候にも恵まれたセブの旅でした！ 何の心配もな
く安心して過ごせることに感謝でいっぱいです！

初めてのセブ島旅行！ ４泊５日の間は楽しいことがた
くさんで、いつもはしないことをたくさん詰め込みました！

旅の思い出 二度目のセブへ

初めてのセブ島
　少し涼しくなった成田を出発。４時間
後には初めてのセブ島に到着。やはり
暑い。マクタン・セブ空港では通訳のダ
イアナさん、ドライバーのナルドさんに
出迎えていただきました。セブ島初の
食事は夕食にスペイン料理のお店に行
きました。宿泊施設のコーラルポイント
リゾートではメイドさんに出迎えてい
ただきました。各部屋は広く、豪華な家
具に驚きました。また翌朝の外の景色
のすばらしさに感激しました。朝食の生
マンゴーやマンゴージュースは大変お

いしくいただきました。島めぐりではお昼にバーベキューをいただき、夜はニューハーフ
ショーを楽しみ、夕食はそーめんを作って食べ、その後のマッサージでは“ウトウト”してしま
いました。翌日はバンタヤン島に一泊し、初めてのバイクタクシーに乗り、海に入ったり、洞
窟の中の水に入って遊んだりと、また翌日のパラセーリングは怖くて楽しい体験でした。ラ
プラプ公園でショッピングをし、ミラクルアートミュージアムでは皆童心に返り “ワーワー、
キャーキャー”と写真を撮り楽しみました。「７Ｄマンゴー」の工場でお土産も買い、毎日疲れ
るとマッサージをしてもらい、あっという間のセブ島でした。８日間、何の不安もなく過ごせ
ました。スタッフの皆さんお世話になり、ありがとうございました。同行の４人のメンバーさ
ん一緒に過ごした楽しい時間ありがとうございました。お世話になりました。

『ネリスビル・セルフィーコーナー』に行った時は、色々
な場所で娘と写真を撮れて、私の宝物が増えました！

　日本出発時、台風が近づいて来るよ

うで、ちょっと心配されたお天気でした

が、７泊８日はすべて素晴らしいお天

気に恵まれ、また新しい発見のある最

高な旅となりました。今回はゆったりと

した日程でしたので、通訳のダイアナさ

んに近隣の島への島めぐりの予定を組

んで貰い、後はショッピングと色々な

マッサージと、夢のような幸せな時間

でした。今回、以前より一度食べてみた

いと思っていた果物が、“ドリアン”です。独特の香りなので、好き嫌いがはっきり。みんなに臭

いとひんしゅくを買いながら、１口目、「んっ？ちょと待って…」。２口目、「ひょっとしたら美味

しいかも…？」、３口目、「なめらかな口当たり、これは、うまい！」と一人ベランダで♪。“クエス

チョン”だったことが“クリア”でき一人ご満悦な私でした♡。そしていつもいつも一生懸命サ

ポートして下さる通訳さん、ドライバーさん、そしてメイドさん、急な変更でもいやな顔一つ

せず、いつも笑顔で応えていただき、本当にお世話になりありがとうございました。

以前より一度食べてみたいと思っていた“ドリアン”そのな
めらかな美味しさを堪能でき、一人ご満悦な私でした♡

あっという間のセブ島８日間、同行の４人のメンバー
さん一緒に過ごした楽しい時間ありがとうございました！

何度訪れても楽しいセブ島！ 素晴らしいお天気に
恵まれ、新しい発見のある最高な旅となりました♪

出発日１０月１日（７泊８日）
会員歴９年９ヵ月　高野さん

出発日１０月１日（７泊８日）
会員歴６年５ヵ月　加藤さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　池田さん

出発日１０月１日（７泊８日）
会員歴２年１１ヵ月　山本さん
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　台風１９号により我が家は床下浸水
の被害を受け、水の汲み出し、乾燥作
業に追われる日々だった。そんな中で
も丁度一段落し、様々な疲れを癒すこ
とが今回の旅の目的となった。だから
「マッサージは毎日やってもらいたい！」
と思っていた。マクタン・セブ空港に着
くと通訳のミシェルさんがすぐに見つ
けてくれホッとした。車中で「日本は台
風で大変でしたね」と第一に言ってく
れ、被害の話をすると、私たちに心を寄
せてくれて、嬉しかった。コーラルポイ

ントにつくと直ぐにマッサージの手配をしてくれて、早速部屋で１時間してもらった。翌日か
ら３日間連続して、オイルマッサージを１．５時間ずつしてもらい、日に日に元気になれた
ように思う。日本では到底このような贅沢は出来なかったことである。マッサージの他にも、
市内巡りに連れて行って貰った。ウクレレの音色に見せられ孫のお土産に一つ調達した。マ
ゼラン・クロスとサントニーニョ教会を見学し、マゼランが教科書で習った冒険家であるば
かりではなく、フィリピンでの基督教布教に大きな働きをしていたことが分かった。市内観
光で思ったことはフィリピンのドライバーのマナーの良さである。どんなに待たされても忍
耐強く相手の立場に立つ姿勢である。日本では煽り運転の問題が大きい中、フィリピンに学
びたいものである。勿論我がドライバーフランシスさんの運転は安心この上なかった。セブ
旅行をプレゼントしてくださったワールドビッグフォーの皆様、また現地でお世話になった
方々に心から感謝します。

マゼラン・クロスとサントニーニョ教会を見学！ マゼランが教科
書で習った以上に偉業を成した人物だと知ることができました！

ショッピングも観光も大満足で
あっという間の４泊５日でした♪

　高い所と海が苦手な私は、期待と不

安を胸にマクタン・セブ空港に到着し

ました。でも翌朝コーラルポイントリ

ゾートの窓から見た真っ青な空とエメ

ラルドグリーンの海…！一瞬にして不安

が吹き飛びました。２日目、近隣の島ま

で島めぐり。メイドさん手作りのバーベ

キューをいただきました。お肉が香ば

しく美味しかった。３、４日目はバンタ

ヤン島のサンタフェに泊まりました。真

白で砂糖のような砂浜、青い空と海、絵

に描いたような景色です。ヤドカリが平然と歩いている様子には感動でした。何十年ぶりか

の水着で泳げる神秘のオグトン洞窟に足を入れたり、遠浅の海で水遊びを楽しみました。４

日目には高所恐怖症の私がパラセーリングに挑戦です。“ドキドキ、ハラハラ”でも、美しいセ

ブの海を空から眺めることができました。５、６日目はラプラプ公園、シューマート、７Ｄマン

ゴー工場でショッピングとトリックアートの見学など、毎日が盛り沢山でした。さらに毎日のよ

うにアロママッサージ、ストーンマッサージ、スクラブできれいになったかな、痩せたかしら

…。無理でしたが、至福の時間を過ごさせてもらいました。最後にセブ島でお世話になった

ドライバーさん、通訳さん、メイドさんのみんな、一緒にセブ島に行ってくれたみんな本当に

ありがとうございました。楽しかったよ。

７ヵ月ぶりの２度目のセブ

３日間連続して、オイルマッサージを１．５時間ずつして
もらい、日本ではできないような贅沢な時間でした♪

高所恐怖症の私がパラセーリング
に挑戦です！ ドキドキ、ハラハラ！

行って来ました。セブ島へ 癒しの島セブ

何度行っても楽しいセブ
　今年で４回目となるセブ旅行。会員

になってから毎年行っていますが、メン

バーが違ったり、観光する所も違った

り、セブも発展しており何度行っても楽

しめます。今回は妻と妻の友人とその娘

さんとお孫さん（１歳）との５人でのセ

ブ旅行でした。小さい子がいるので体

調を悪くしないか心配でしたが、病気

やケガもなく過ごすことができました。

妻の友人ファミリーは初めてのセブな

ので、定番のラプラプ公園、マンゴー工場、ビーチでＢＢＱ、ニューハーフショー、マッサー

ジ、ショッピングなどを楽しみました。ラプラプ公園でわが家の孫にウクレレのお土産を買っ

たのですが、とても喜んで気に入ってくれました。ハンドメイドのものがたくさんあるので、

女性や子供のお土産におすすめです。女性陣の４日間“お土産の爆買い”は笑えますね！

ショッピングも観光も大満足であっという間の４泊５日でした。現地でお世話になったメイ

ドさん、ドライバーさん、通訳さんありがとうございました。そして、ワールドビッグフォーに

とても感謝しています。

何十年ぶりかの水着で泳げる神秘のオグトン洞窟へ♪
足を入れたり、遠浅の海で水遊びを楽しみました！

　出発前に見る天気予報では８日間
全て雷雨！？１日でも晴れの日があって
くれれば！と祈りつつセブに到着すると
“晴天”。通訳のノバさんとドライバーの
ナルドさんが暖かく迎えてくれました。
今回は兄夫婦と４人。初めての２人に
楽しんでもらいたいとスケジュールを
一杯詰め込み、朝早くから夜遅くまで、
ニューハーフショー、トリックアート、ボ
ホール島、夜景鑑賞、市内観光、ショッ
ピング、無人島でのバーベキューと海
水浴、マッサージ、カジノと忙しかった
けれど楽しんでもらえたようです。ただ
残念なことに４泊５日で先に帰った兄夫婦は台風の影響で関空に一時着陸待機となり、夜
遅くやっと成田に到着する羽目になり、ホテルに行こうにもタクシー乗り場は行列で、寝袋と
クラッカーを配られテレビで見たことのある「成田難民」になってしまったのです。朝方やっ
とホテルへ移動し、少しだけ仮眠できたとのこと。私たちはセブにて祈る気持ちでラインの
やり取りをしていました。でも「これも忘れられない思い出の旅行になった」と言ってもらえ
たのでホッとしました。無事に到着できたこともあり、その後、私たちはパラセーリング、シー
ウォーカー等、１日中マリンスポーツを楽しみ、夜はダンスに出かけ、マッサージも計６回も
通い詰め、プールで泳いだりゆっくり過ごすことができました。これもどんな希望も聞いてく
れ、行きたい所に連れて行ってくれたノバさんとナルドさん、メイド長のアイリーンさん、そ
して美味しい朝食を作ってくれ、洗濯もしてくれたメイドのアンさんとアニタさんのおかげで
す。ありがとうございました。「また来年３月に来るネ！」と言って別れて来ました。

トリックアートにて♪種類が多く
てビックリしました！ 楽しかった‼

今回は（１歳）のお子さんを合わせ５人でのセブ
旅行！ やっぱり何度行っても楽しいセブです！

ボホール島にて、ロボック川下り気持
良かった。ランチも美味しかったです！

出発日１０月２１日（７泊８日）
会員歴１年６ヵ月　相田さん

出発日１０月２９日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　石川さん

出発日１０月１日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　飛澤さん

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　高山さん
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