人生観も変わる究極のリゾート！

会 報
令和2年4月号

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〜

航空代金のご案内 成田 / セブ往復１名様分 空港税込み
（大 阪）
/ セブ往復１名様分 空港税込み
（料金はほぼ同じです） 関西
中部
（名古屋）
/ セブ往復１名様分 空港税込み
年齢
大人
子供
幼児
出発日
12 歳以上
2 歳以上 12 歳未満
2 歳未満
０４／０１〜０９／３０
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

￥75,890 円より
便
名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

￥60,000 円より
運航曜日
毎
日
毎
日
毎
日
日・月・水・木・土（注２）

￥10,400 円より
出発時間
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１８：２０

（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3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
＜編集後記＞

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！“パノラマ”に広がる美しい海、マクタン島の岬に荘
厳に佇む大富豪の別荘「コーラルポイントリゾート」からは、遮るものがないオーシャンフロントの絶景をお
楽しみ頂けます。各フロアーのテラスから地平線に昇る眩い日の出をいつでもご堪能下さい。
ワールドビッ
グフォーのご旅行はすべて自由時間です。滞在中は弊社「専属通訳・ドライバー・メイドスタッフ」が皆様のご
要望に寄り添い、快適な滞在をサポート致しますので、初めてお越しの方でもご安心下さい。是非、
ご家族・
ご友人との大切な思い出作りにもお役立て下さい。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

【お問い合わせ】

ワールドビッグフォー 本部事務局

〒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

大自然に佇む究極のリゾート
「ワールドビッグフォーリゾート」

ごあいさつ
南国の爽やかな景観に佇むワールドビッグフォーリゾート。
１年を通して温暖で優しい気候に海を渡る心地よい涼風、
心鮮やかに彩る
満たされた環境は、
日本では味わうことのできない笑顔が溢れる幸福の楽園。
老若
男女を問わず楽しめる豊富なアクティビティーは勿論、
思う存分に味わえる様々な料理
メニューでのお持て成しは日本料理も充実しており、
日本と変わらぬ味覚にもご満足頂ける
と思います。
アットホームに過ごす親日の国民性も有り難く、
何度渡航してもご満喫できます
セブ島の魅力は、
夢や希望も叶う至福のオアシス。
明るいフィリピン経済の更なる向上は
日比両国間の経済パートナーとしての絆も今後一層強固なものになっていくでしょう。
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。
ナメカタ

エイジ

会長 行方 栄治

セブ プラス パラワンへ

出発日１１月１６日
（６泊７日）

会員歴７年 竹田さん

会員歴１年６ヵ月 小林さん

行って来ました。
セブ経由、パラワン

一行６人。
われわれ夫婦はそれぞれ

島へ！世界遺産の地底の川へボートで

の姉を誘いました。
６人のうち、
５人は
昨年の１２月と同じメンバーでした。

入り、何がすごいか？解らず、
でも凄い

ワニ園では、１００歳まで生きるワニの
凄さを感じました！長生きできますように！

出発日１２月５日
（４泊５日）

２回目も新鮮

飛行機が飛ぶのではなく、雲上を走っ

らしい。
翌日はワニ園へ行き、
１００歳

ているような窓外の景色を楽しむとい

まで生きるワニの凄さを感じました。
南

う眺望から旅が始まりました。
パンダノ

洋真珠は玉の大きさ色の違いを感じ、

ン島での浜辺散策とバーベキュー、ボ

買わされてしまった。
「プエルトプリン
セサ」
を昼頃出発して、
「エルニド」
に夕

今回、初めて挑戦したのは、シーウォーカー

ホール島での川下りやターシャとの再 とパラセーリング！みんなで飛べば怖く無い!!
会、
チョコレートヒルズなどの島内巡り

中くらいので良いと、
妻が満足したのを
世界遺産の地底の川へボートで入り、
何がすごいか？解らず、
でも凄いらしい!!

ボホール島での川下りやターシャとの再会、
チョコレートヒ
ルなどの島内巡りは、
それぞれ昨年と同様の体験でした！

日本のアニメ凄いと感じた。
エルニドではアイランドホッピングを楽しみ、
日焼け止めを頭か
ら足まで塗ったのに、
帰って一週間で頭の皮がむけた。
天気も良く楽しい旅ができました。
食

当初は同じコースか、
という受動的な
行動になるのかという思いでしたが、

方到着、
５時間の移動、
車から見えるのは
「バナナ、
ヤシ、
水田、
家々、
山の中、
時たま海」
を見
て道中、
ドライバーさんに日本について聞くと、
ナルドさんはアニメが好きとのこと。
へぇー!!

は、
それぞれ昨年と同様の体験でした。

その思いは「さにあらず」、新たな発見がたくさんありました。今回、初めて挑戦したのは、
シーウォーカーとパラセーリング、
水中と空中での体験でした。
まずシーウォーカー、
潜水夫
を連想させる出で立ちで、
徐々に水中深く降りていく過程にはやや恐怖心もありました。
熱
帯魚と一緒の空間ならぬ水間は、
それを忘れさせる実体験でした。
ただ、
残念なことがあり

事はほぼフィリピン料理、
場所によって味付けの違いを感じ、
どこへ行っても美味しかった。

ました。
この一連の体験が画像に残せなかったということです。
最初の説明の中で、
「写真撮

メイドさんには朝６時のフライトでパラワン島へ行くのに、
早起きしてお弁当を作っていた

影を希望するなら事前に申し込むこと」
ということが言われていなかったため、
撮影依頼が

だいてありがとうございました。
リサさんには、
様々な旅程の手配と同行をしていただいて
ありがとうございました。

できませんでした。
その無念な思いを打ち消してくれたのがパラセーリングでした。
ここで
は空中散歩の魅力を画像に収めてもらえました。
２回目としての新たな体験ができたこと
に、
お世話になった皆さんに感謝いたします。

出発日１２月１日
（４泊５日）

南国の楽園セブ島

会員歴８ヵ月 矢花さん

出発日１２月５日
（４泊５日）

今年も誘われて

会員歴１年５ヵ月 清水さん

縁あって、
フィリピン・セブ島のバカ

昨年の１２月に引き続き妹夫婦から

ンスを楽しむことができました。
尊敬す

「今年も行こうよ」
という声が掛りまし

るリーダー鈴木統括のガイド付。
充実し

た。
感謝の気持ちと
「またあの体験がで

た贅沢な旅行です。現地では１２月と

きるのね！」
という回想で誘いに乗りま

しては珍しい台風の上陸ということで、

した。セブ島が初めての同行者が居た

離島への観光は出来ませんでしたが、

為、
前回と同じ所への訪問でしたが、
ま

セブ島の観光を満喫しました。野鳥と
も触れ合えたセブの水族館、教会、寺
野鳥とも触れ合えたセブの水族館！教会、
寺院、ギター工場、セブ島観光を満喫しました！

た新しい体験もありました。
貸し切りの

院、ギター工場、
ワールドビッグフォー

船でパンダノン島へ。引き潮の時間帯 センターへ！たまたま着ていた服とベストマッチング！

リゾート所有物件に所在している英語

だったため、遠浅の浜辺でひざ下の入

学校等を見学、
また実弾での射的を体
験し、音と衝撃には身もすくみました。

尊敬するリーダー、鈴木統括のガイド付、充実した贅沢
な旅行♪セブ島のバカンスを楽しむことができました！

改めて、
ピストルの怖さを感じました。
日頃の身体の疲れを取りに、
『チ・スパ』
のオイルマッ
サージで心身のリフレッシュもできました。
朝食にいただくマンゴー、
バナナ、
パイナップル
等、
南国のフルーツの完熟度はジューシーです。
ショッピングセンター、
シューマートでも、
そ
の量と質の違いに驚かされました。
お土産は、
マンゴーの加工品に決定。
高所・閉所恐怖症
の私ですが、
最終日はパラセーリングで海上５０メートルの上空のそよ風の中、
空中散歩を

４泊５日のセブ旅行！行動をうまく組み立ててくれた
統括の鈴木さん、
関係者の皆さんに感謝致します！

水。
その後のバーべキューもおいしくい
ただきました。
翌日は、
高速船でボホー

ル島へ行きました。
前回は立ち寄らなかった蝶が飛び交うバタフライ・コンサベーションセ
ンターでのひと時を過ごしたあと、
水上レストランでの昼食、
ターシャを探しに、
生息してい
る公園を経由して、
チョコレートヒルズと回りました。
そしてその次の日は今回の最大の体験
「シーウォーカー」
に挑戦しました。
大きなヘルメットをかぶり海中に入っていく際は怖さが

楽しみ。
水深５メートルの海底へ潜るシーウォーカーで熱帯魚と触れ合い、
別世界の素敵な

ありましたが、
海底に足が着いた時はもう怖さも消え、
熱帯魚の群れに囲まれながら楽しむ

経験ができ、
メイドさんに案内されコーラルポイントリゾートの近くでシュノーケリングと海

ことができました。
４泊５日とはいえ、
正味は中３日間となります。
その３日間の行動をうま

水浴をしました。
２０個ほどのウニを捕獲し、
すぐに調理して食しましたが、
甘く蕩けるよう

く組み立ててくれた統括の鈴木さんでした。
また相変わらず丁寧に対応してくれた関係者の

でとてもジューシーです。
残念なことに私は一つも獲ることはできませんでした。
次回はター
シャに会いに来たいと思います。

1

皆さんに感謝申し上げます。
そして、
また妹から誘いの声が掛ることを期待して成田空港に
降り立ち、
２回目の４泊５日が終わりとなりました。

2

ボホール島では蝶が飛び交うコンサベーション

不思議な国

出発日１２月１４日
（８泊９日）

会員歴１０年７ヵ月 石澤さん
３年振り３回目のセブとなりました。

中を飛び回っていましたが、観光する
時間も、ゆっくり散策する暇もありませ
んでした。
なので、
今回のセブ行きのバ

トに向かう車の中から外を見ると、
相変

カンスを大変楽しみにしていました。
こ

わらずの喧騒です。おいしいマンゴー

れっ！と言った計画も立てず、兎に角の
んびりしたかったので、
毎日タップリ寝

ジュースで朝食を終え、
マリンスポーツ

て、
起きてから当日の予定を皆と話し合 私たちは末永くワールドビッグフォーと共
いながら決めていました。
帰国後、
撮っ に人生をエンジョイしたいと思います♪

へと出 発で す。でもマクタンの 海 は
ちょっと汚れがと、
そんな感じでした。
も
ちろん季節やポイントにもよると思い

会員歴１年５ヵ月 磯部さん
長い間、
仕事関係で主人と共に世界

夕方、
空港からコーラルポイントリゾー

３年振りのセブで、
おいしいマンゴ
ージュースとフィリピン料理を堪能！

出発日１２月１５日
（７泊８日）

今年も行きたい！
！
！

た写真の数々を眺めていると、
また今
妻とバディアンゴルフリゾートへ、
とくに
１６番ホールの景色には感動しました！

ますが。
それから楽しみにしていたゴルフをしにバディアンゴルフリゾートへと向かいまし
た。
途中の道路は３年前から工事をしていたはずです。
２日目、
妻とプレーを楽しみ、
特に１
６番ホールの景色には感激しました。
それもキャディーさんが３年前と同じ女性だったので

兎に角のんびりしたかったので、
毎日タップ
リ寝て、
起きてから予定を決めていました！

年の年末に行こうと、今度はゴルフも
楽しもうね〜！と主人と話していました。

コーラルポイントリゾート滞在中、
特に何もしていないと思ったけど・
・
・
・実際、
観光も釣りも
ジップライン、
マッサージ、
ショッピング、
毎日美味しい食事会、
特にシャングリラホテルでの
ディナーは大きなロブスターのお刺身、
そして極上のステーキをいただき、
雰囲気も良く感
激でした。
最終日前夜には会社からのパーティーで楽しませていただきました。
プールでの
んびりしたこと、
ドライマンゴーを買い込んで重量オーバーになったことも
（笑）
。
日頃、
東京

す。
年々増えている車、
ジプニー、
バイク、
追いつけない道路整備、
電柱の百足配線、
勝手が悪

では体験で出来ないことを僅か一週間で全て体験できたのです。
そして、
物凄く心に残った

い水回り。
しかし、
１年も経つとあの喧騒が懐かしくなるのです。
おいしいマンゴージュース

で、
また会いに行きたいと心からそう思っています。
最後にワールドビッグフォーへ導いてく

とフィリピン料理、
涼しい木陰、
いったい何なんだろう？

れた紹介者へ感謝の気持ちを伝えたいと思います。
御丁寧な説明やケア、
有難うございま

初めてのセブ
（３０年振りの海外）

す！
！
！私たちは末永くワールドビッグフォーと共に人生をエンジョイしたいと思います。
出発日１２月１５日
（７泊８日）

会員歴１４年１ヵ月 三橋さん

初めてのセブ旅行でしたのでとても
緊張して出発しました。搭乗時間５時
間程、
機内食をいただきながら、
いざマ
クタン空港へ。到着すると通訳さん、
ド
ライバーさんが迎えてくださり、ペソへ
の両替所へ立ち寄り、
フィリピン料理の
お店へ。
夕食を済ませ車に乗り込み、
車
窓より現地の人々、街の様子を見て昭
和３０年代にタイムスリップ。
コーラル
さよならパーティーでは誕生日も祝っていた ポイントリゾートへ到着すると可愛い
だき大感激！この後、寂しくなり涙が出ました！
メイドさんたちに出迎えていただき感
激しました。まず最初の体験はパパ
キッズでのスリルあるジップライン。
そ
パパキッズで念願のジップライン！その後は
の後はゆったりと釣りを楽しみ、
人数分
ゆったりと釣りを楽しみ人数分の魚をゲット♪
の魚をゲット。後日も念願の射撃に
ショッピング、
海辺でのＢＢＱ、
シャングリラホテルでの豪華なディナー。
何十年ぶりかの海
（パドルボードに乗せてもらい童心に返りました）
。
市内観光にアメージングショー、
マッサー
ジも楽しみました。
さよならパーティーでは誕生日も祝っていただき大感激！生演奏もあり、
スタッフの方々のダンスも素晴らしく、
私も年甲斐もなく踊りの輪に加わりました。
翌日の別
れを思うと寂しく、
メイドさんとハグをしながら涙が出ました。
飛び入りでパーティーに参加
してくれた運転手のベルナルドさんのパフォーマンスは最高でした。
毎日、
日替わりで朝食と
フレッシュジュースを作って下さったメイドさん、
いつも変わらぬ優しさで接して下さったス
タッフの皆様に心から感謝致します。
今回の旅行は娘夫婦の後押しで参加させていただき、
これも感謝です。
８０才を前に多くの体験をし、
思い出も出来ました。
足腰を鍛えてまた来た
いと思います。
スタッフの皆様にまたお会い出来たら最高です。
磯部御夫妻様、
北岸様、
御一
緒させていただきありがとうございました。
最後になりますが、
ワールドビッグフォーへの感
謝と共に益々の御発展をお祈りいたします。
ありがとうございました。

3

のはワールドビッグフォー現地スタッフの皆さんのことです。
本当に明るくて優しい人たち

出発日１２月１８日
（４泊５日）

素晴らしいセブ島

会員歴１２年１０ヵ月 柳澤さん
寒い日本から、
成田発９：３５分に６
年ぶり２回目のセブ島へと出発しまし
た。飛行機は揺れることなく、天笠御夫
妻、
依田御夫妻、
雨宮さん、
小林さん、
私
たち、総勢８名で、マクタン・セブ空港
に到着しました。空港ロビー出口に通
訳さんが迎えに来てくれていて、
すぐに

至福のひととき、ショッピングそしてエステサ

車に乗せていただき、
コーラルポイント ロンにも行きステキな彼を見つけました♪
リゾートへ向かいました。
久しぶりに見
楽しく案内して下さった通訳のミッシェルさん、
ドライバーのジャンジャンさん、
ありがとう！

るセブ島の景色は新しい建物がたくさ
ん出来ていました。青い空と穏やかな
海、
心地よい風に心が癒されました。
そ

の日の夜はフィリピン料理店で皆と乾杯。
その後、
各部屋にマッサージの方に来てもらい、
ぐっすり眠りにつくことができました。
２日目、
メイドさんが用意してくれたマンゴージュース
付きの朝食をいただき、
海底散歩のシーウォーカー＆ショッピングとエステサロンに行き、
至福のひとときを満喫しました。３日目、ボホール島へ行き、かわいいターシャと対面、
ロ
ボック川でのランチ付きクルーズ、
チョコレートヒルズなどステキな風景の中で過ごし、
４日
目、
ラプラプ公園、
マンゴー工場、
おいしい日本食を食べたりしての、
あっという間の４泊５
日セブの旅でした。
私たち８名を楽しく案内して下さった通訳のミッシェルさん、
ドライバー
さん
「ありがとう！」
ワールドビッグフォーの行方会長、
村松理事、
スタッフの皆様、
この旅を手
配して下さった佐藤統括に感謝しています。
ありがとうございました。
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リッチなセブ島旅行

コーラルポイントリゾートからも近
いラプラプ公園を観光しました！

出発日１２月１８日
（４泊５日）

会員歴１年 天笠さん

会員歴４年 関さん

１２月１８日〜２２日迄、私たち夫

新婚旅行として、今回セブ島へ行か

婦、妹夫婦など総勢８人のグループで

せていただきました。成田空港を出発

参加させていただきました。セブ島は

する前に現地の天気を確認。
「雨だね

初めてで、
「南の島、
サンゴの海、
白い砂

え」
と妻へ伝えると
「私、
晴れ女だから！」

浜、
青い空」
そんなイメージでいました

と蕎麦をすすりながらはにかむ彼女の

が、
お天気に左右され、
移動日は雨でし

宣言通り！滞在中、
見事に晴天続きのセ

ルズ見学、マリンスポーツなど普段体

セーリングやシーウォークといった海
早起きして行ったボホール島！蝶々園
では二人で蝶になってみました♪

験できないような所に連れて行っていただき、
皆とても満足していました。
コーラルポイント
リゾートのお部屋もとても豪華なソファーや家具が並び、
リッチな気分で過ごすことが出来
ました。
メイドさんたちも若い女の子なのに、
とても気がきいて気持ちよく過ごすことが出来
ました。
「こんな幸せな経験をしたことは無い！」
と皆、
口々に言っており、
あっという間のセブ
旅行でした。
今度はゴルフや、
まだ行けなかった場所に行きたいネ！と次回の約束をして第
一回目の旅行は終了しました。
いろいろな手続きをしていただいたワールドビッグフォーの
皆様、
通訳さん、
運転手さん、
メイドの皆さん、
楽しい旅行をありがとうございました。

出発日１２月１８日
（４泊５日）

楽しい仲間とセブバカンス

会員歴１年５ヵ月 依田さん

ワールドビッグフォーに出合い約１
年、
初のセブリゾートへの旅。
毎月の会
報を拝見しながら心待ちにしておりま
した。
今回は、
以前セブに旅をされまし
たご夫妻のエスコートで、８人の仲間
で出かけました。マクタン・セブ空港に
着くと通訳のミッシェルさんが私どもを
笑顔で待っていてくれました。
早速セブ
島の街を見ながら、
両替に行き、
宿泊す
るコーラルポイントリゾートに着き、大
勢のメイドさんたちが笑顔でウェルカ
ム
「おもてなしの心」
で迎えていただき

初のセブリゾートへの旅！市内観光、射撃、マリンスポーツ、
ボホール島など盛りだくさん「おもてなしの心」に感謝です！

ました。
当日は近くのフィリピン料理店で地元の料理を満喫し、
５日間がスタートしました。
初の射撃場で実弾の迫力を体感し、
シーウォークでセブの海中を散歩し、夢中の一時でし
た。翌日は朝早くから高速船でボホール島に向かい、小さく滑稽な顔のメガネザル（ター
シャ）
に出合い、
美しい蝶を写し、
自身も羽根を付け写真を撮り、
昼食はジャングルクルーズ。
船内で、
ミュージシャンの歌を聞き、
南国ムードを満喫しながらいただきました。
観光最終日
は町やマンゴー工場でショッピングを楽しみ。
亡き日本人の旦那様と切り盛りし今も経営を
している日本料理店のママに歓迎され、
食事もお話しも最高でございました。
この度はこの
様なリゾート企画のプレゼントを賜り、誠に有り難うございました。
またワールドビッグ
フォーリゾートの全てのスタッフの皆様に心の行き届いたおもてなしに深く感謝を申し上げ
ます。
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二人のクリスマスプレゼントと称して『スパ』も
して来ました。ゆったりと時間が過ぎました♪

ブ島を満喫することができました。
パラ

た。
しかし、
見学の時は雨が上がり、
とて
も楽しく、珍しいサルやチョコレートヒ

楽しい仲間とセブバカンスを満喫♪スタッフの皆様の
心の行き届いたおもてなしに深く感謝を申し上げます！

出発日１２月２５日
（４泊５日）

セブ島で新婚旅行

新婚旅行として行ったセブ！念願の水上レスラト
ンでは、
きれいな夕焼けと虹が迎えてくれました♪

のアクティビティを楽しみつつ、
お互い
のクリスマスプレゼントと称してスパも

して来ました。
通訳さんやドライバーさんにも恵まれ、
安全に楽しく過ごせたこともセブを
十二分に楽しめた大きな理由だと感じました。
現地のグルメもとても美味しく、
２人で
「絶対
に行く」
と決めていた水上レストランのランタウでは、
私たちを祝福するような綺麗な夕焼
けと空に大きくかかった虹の下で食事を楽しむことができてとても幸せでした。
こんなに
ゆったりと優雅な時間をいただき、
メイドさんが帰り際に
「また来てね！」
と笑顔で手を振る
姿を見て
「また来ようね」
と心の底から妻と言い合いました。
素敵な出会いもあり、
帰国して
からの生活により“ハリ”が出たように感じています。
本当にありがとうございました。
出発日１月１４日
（４泊５日）

南国セブでのんびり

会員歴４年６ヵ月 坂下さん

私自身は卒業旅行ぶりの海外！飛行
機の手配から旅行マニュアルなど、丁
寧な対応のワールドビッグフォーに感
謝です。
マクタン・セブ空港に着き、
通訳
さんたちに迎えに来てもらいました。
コーラルポイントリゾートに着いてい
ただいたウェルカムドリンク美味しかっ
た！
！広いベッドで就寝です。
２日目はバ
ルコニーでのんびり、
スーパーにてお
土産のドライマンゴー探し、夕食には
フィリピン料理です。
まず、朝食の美味
しさに感動！メイドさんが作る朝食は毎
チョコレートヒルズは季節のおか
日すごく美味しかったです。
そしてバル
げで緑のかわいい山がぽこぽこ
コニーできれいな海を見ながらのんび
り、
ぜいたくな時間です。
夕食はシシグとガーリックライスとホタテをいただきました。
連れ
て行ってもらったスーパーは安い！
！通訳さんがいてくれるので安心でした。
３日目は、
６時
出発のボホール島！自然豊かな島。
４羽もの鶏を食べる白蛇は“おそるおそる”触りました。
船上クルーズレストランはジャングルクルーズみたい。
風を切って進む船は爽快でした。
小
さい小さいターシャは歩きながらだと見つけられない。
現地ガイドさんが
「あそこ！」
と次々
見つけてくれました。
チョコレートヒルズは季節のおかげで緑のかわいい山がぽこぽこ。
１
６００ほどあるそう。
夕食はジョリビー！人気No１に納得！スパゲッティーも美味！４日目は
友人と合流してアイランドホッピング！パンダノン島の遠浅の海に感動！地球青い！バーベ
キューも美味しかった！ナルスアン島でシュノーケリング。色彩豊かな魚がたくさんいまし
た。
夜にLantaw
（海上レストラン）
にて夕食。
会社からのプレゼントとして感謝していただき
ました。
私たちに合わせてPlanを立ててくれた皆様に感謝です。
バカンスでした！

6

メイドさんが作る朝食は毎日す
ごく美味しかったです。
感動‼

２回目のセブ旅行！

出発日１月１６日
（４泊５日）

会員歴５年１０ヵ月 池田さん

フィリピン最大のお祭り
『シヌログ祭り』

今回は姉と２人で２回目のセブ旅行

ずっと待ち望んでいたセブ島への旅

に行かせていただきました。前回お世

行に行って来ました。
そして初めて見る

話になったのは４年前だったので、到

『シヌログ祭り』
は今回の一番の楽しみ

着してすぐに新しくなったマクタン・セ
ブ空港や、大きなビルやマンションが

でした。周りの島々からも参加者、見学

集まる
「マクタンニュータウン」等が出
この旅行の本当に素晴らしいと思うのはセブ
の空のきれいさと同じくらい感じる安心感！

来ていることに驚きました。
海外に不慣

者が大勢集まり、大変な賑やかさでし

れな私が、
こんな風に外国の街の変化

た。独特の衣装、羽飾り、演奏で祭りの

を楽しむことができるのも、
この素晴ら
感じます。
なんと言ってもこの旅行の本

オスロブでジンベエザメと一緒に泳い
だり、
カワサン滝へも行ってきました！

当に素晴らしいと思うのはセブの空の

ずっと待ち望んでいたセブ島旅行♪一番の楽しみ
だった
『シヌログ祭り』
は、
大変な賑やかさでした！

イバーさんは本当にありがたいです。
今回は無理を言って、
ジンベエザメを見る為にセブ島
の端にあるオスロブまで、
片道４時間かけて連れて行っていただきました。
日本の海もあま
り入ったことのない私が、
水深２０メートルもある海でジンベエザメと一緒に泳ぐことがで
きました！
！個人手配では分からないことや、
不安が多すぎて絶対に出来なかったと思いま
す。
安全に貴重な経験をさせていただいて本当に感謝です。
ニコニコ明るい人が多く、
活気
に溢れるセブ島がもっと好きになりました。
また、
４年前に行った時の通訳さんが顔を見せ

冊、私なりに下調べをして行きました。
現地では希望を云うと、通訳さん、
ドラ

きれいさと同じくらい感じる安心感！空港に到着してからずっと付いてくれる通訳さんとドラ

イバーさんに迅速、
的確に案内してくださり、
“さすが”と感心致しました。
毎朝作ってくれる
手作りの生ジュースは最高。
何度でもお代わりしたい味でした。
夕食は野外でいただいた。
バナナの葉をお皿にした各々皿に皆で取り分けて食べた。
フィリピン料理は雰囲気、
味と共
に
「ぜひ、
もう一度味わいたい！」
と思いました。
僅か数日間の滞在でしたが、
日本の良さも知

てくれたり、
ドライバーさんやメイドさんが覚えていてくれたりと嬉しいことがたくさんありま

ることができ、
有意義で楽しい時間を過ごせました。
同行の皆さま、
関係者の皆さま、
ありが

した。旅行の度に友人が増えているような感覚が楽しくて、
「早く３回目も行きたいな！」
と

とうございました。

思っています。
素晴らしいセブの旅を本当にありがとうございました！

最高に楽しかった 友との２度目のセブ島

出発日１月１８日
（４泊５日）

会員歴６年７ヵ月 金田さん

出発日１月１１日
（４泊５日）

３年遅れの幸せな新婚旅行

会員歴１０年 村山さん

私は２度目のセブ島です。初回は娘

結婚３年目にして、
新婚旅行に行くこ

家族との４人の旅行でした。６歳の孫

とができました。
初の海外旅行で不安と

を中心とした日々でしたので、海遊び、

楽しみとで、
出発前までは不安だらけで

パラセーリング、
プールで泳ぎ、買い物

した。
でも実際行ってみると、
通訳さん、

が主でした。今回は仲良しグループ５

運転手さん、
メイドさんの助けもあり、

人旅でした。
前回には行くことの出来な

充実したセブの旅行を満喫することが

かったプライベートビーチでの泳ぎや、

心の底から童心に返りました。その夜

ありましたが、海の綺麗さや自然豊か
今回の旅行ではプライベートビーチで泳ぎを満喫！バーべ
キューも楽しみ、笑い、心の底から童心に返った１日でした！

はサントニーニョ教会や道教寺院、
戦争の跡が残る要塞、
トリックアート、
そして見晴らし台
へと。
帰り道には地元市場での買い物や染物工場など、
細かくいろいろ見学できました。
大
ベテランの通訳リサさん、
日本では想像できない程の交通事情の中を神業としか言いよう
のない運転さばきのフランシスさん、２人のおかげで成し得た密度の高い充実した旅行
だったと思います。
お別れパーティーではおいしい料理をいただきながら生バンドの方た
ち、
メイドの皆さんと歌ったり踊ったり、
最高に楽しい夜を過ごしました。
本当にありがとうご

新婚旅行でセブに行くことができ、
家族４人、
幸せな５日間を過ごせました！

なボホール島に感動ばかりで「次回は
いつ来れるかなー」
と考えるくらいで

す。今回は５日間でしたが、
もっと長く滞在したかったです。初の射撃に、ヘビを持ったり、
色々経験ができ最高でした（でもヘビはもういいかな…笑）。特に海は地元の海と全然違
い、
綺麗で感動でした。
今度行く時にはもっと海でゆっくりとアクティビティなどやってみた
いです。
新婚旅行でセブに行くことができ、
家族４人幸せな５日間を過ごせました。
これも
通訳さん、
運転手さん、
メイドさんのお陰です。
一緒に写真撮るのを忘れたのが唯一の後悔

ざいました。
今回仕事で来られなかった友とまた“絶対に一緒に来ようネ”とマクタン・セブ空

です。
ワールドビッグフォーには海外旅行に行くきっかけを与えてもらい感謝しています。
皆

港を後にしました。

さん本当にありがとう。
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初の射撃に、ヘビを持ったり、色々経験ができ

（でもヘビはもういいかな…笑♪）
できました。初の海外旅行で戸惑いも 最高でした！

バーべキュー、砂浜にいる私たちは打
ち上げられたトドの様だね。
と大爆笑！

有意義で楽しい時間を過ごせました！フィリピン料理は
雰囲気、味と共に「ぜひ、もう一度味わいたい！」です♪

熱気が伝わって来ました。案内書を数

しい旅行プランのお陰だなと、
しみじみ

サントニーニョ教会や道教寺院、戦争の跡が残る要
塞、トリックアート、そして見晴らし台へと観光を満喫！

出発日１月１８日
（４泊５日）

会員歴１年１ヵ月 大塚さん
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セブ島 天国に一番近い島 青い海に感動

出発日１月１８日
（４泊５日）

会員歴６ヵ月 藤崎さん

昨年１０月、妹より
「来年１月にフィ
リピン・セブ島に行くよ」
と言われ、
出発
まで不安の日々。前日余裕を持って成
田に泊まり、翌日１４時３０分、
フィリ
ピン
（マクタン・セブ空港）
へ。
海外旅行
の経験が無い為不安でした。何回かセ
ブ島に行ったことがある方と一緒でし
た。
その方から
「治安も良いし、なんの
と聞いて一安
パンダノン島まで船で１時間、波しぶきを浴び 心配もいらないですよ」
ながらの一枚です！青い海、絵になる風景です！ 心。
マクタン・セブ空港から迎えの車に
乗り、両替に行き、
スーパーでフィリピ
ンのビールを買い、安さにびっくり。
レ
セブでの体験は初めてのことばかりで楽しい時間でした！
ストランで少し早めの夕食。
ニューハー
一緒に同行していただいた皆さん５日間、
感謝です！
フたちによるアメージングショーは楽し
くて大笑いし、
不安も解消。
翌日からシーウォーカー。
南国の魚と楽しい時間、
潜る前には日
本人の方からの説明もあり、
安心して海に入ることができました。
パンダノン島まで船で１
時間、
夢のような島。
青い海、
絵になるような風景を写真に収め、
昼にはフィリピン風バーベ
キューをいただき美味しかったです。
また、
パラセーリングの体験等、
初めてのことばかりで
したが楽しい時間でした。
ショッピング、
スーパーでの買い物すべてが通訳さんと一緒でし
たので、
何の不安もなくスムーズでした。
お土産も美味しいものを紹介していただき、
たくさ
ん買って来ました。
５日目、
朝７時５５分成田行きの予定でしたが、
１１時３０分に変更と
アナウンスが流れ、
そんなこともあったのですが、
メイドさん、
通訳さん、
ドライバーの方に
ほんとうに親切にしていただき、
楽しい時間でした。
最後に握手をし、
「サラマ」
と言い
（日本
語で“ありがとう”と言う意味だそうです）
感謝でした。
成田から御一緒して下さった方々、
御
迷惑をおかけしたこともあり感謝しております。
ありがとうございました。
出発日１月１８日
（４泊５日）

初めてのセブ島旅行

会員歴２年８ヵ月 小林さん

会員歴１１年２ヵ月 甲田さん
年末２２日〜２９日のセブ渡航。
帰ってからでは間に合わないので、旅
行に行く前にしめ飾りも作っておかな

機の手配とかすべて太田さんまかせで

ければ、
野菜も凍みないように手厚くし

本当に申し訳なかったけれど、
とても楽

まわなければいけないし、
こんな忙し

しい旅行になり、
行って良かったと思い

い時にどうしてセブなんだ！全くお気楽

ました。
マクタン・セブ空港に着くと、
通

な妻に振り回されている私って、
いった

訳のダイアナさんとドライバーさんの

い何なんでしょう。
「あっちへ行けば、
な 日本では寒くて髪も切る気になれなかったが、

出 迎えが あり、早 目 の 夕 食 をとり、

にもしなくてゆっくりできるでしょう」
と

ニューハーフショーを見に行きました。
た。
翌日の朝食はフルーツ盛りだくさん

出発日１２月２２日
（７泊８日）

年末のセブ旅

たちと８名でセブに出発しました。
飛行

演出も盛りだくさんでとても楽しめまし

会員歴２年６ヵ月 齋藤さん

入会した時から青々した海に魅力を
感じていたセブ旅行が、太田さんご夫
妻のお陰で４組８人、
主人と一緒に参
加することが出来ました。到着当日の
夜はニューハーフショーから始まり、
シーウォーカー、マッサージ、パンダノ
ン島（天国に一番近い島）
でのバーベ
キュー。海の幸、焼き肉、大好きなビー
パンダノン島（天国に一番近い島）でのバーベ
ルで乾杯。
真っ青な海、
空を見上げると キュー。海の幸、焼き肉、大好きなビールで乾杯♪
青と白色、広大な海、本当に心が癒さ
れ心が洗われる。主人と共に後期高齢
ワールドビッグフォーにご縁をいただき旅の企画もし
者から私たちはワクワク、
ドキドキ青春
ていただき本当にありがとう！次の挑戦は孫と一緒に！
に返り、１０才は若返り自然と素直な
笑顔で神様がよかったねと喜んで下さっている満ち溢れる心境でした。
ワールドビッグ
フォーにご縁をいただき旅の企画もしていただき本当にありがとう！次の挑戦は
「孫と一緒
に参加したいね！」
と主人と写真を見ながら語っています。２日目は海を歩き、可愛い魚が
寄ってくるシーウォーカー。
びっくり体験でした。
３日目は残念にも雨の為、
市内観光。
億万
長者の住んでいるビバリーヒルズ、
寺院などを見学。
射撃では４発命中、
ストレス解消。
ラプ
ラプ公園での買い物も楽しかったです。
その後のスペイン料理もどれも美味しく、
ビールも
はずみ、
こころもはずみました。
最後は絶対に体験したいパラセーリング、
またまた若返り、
とっても幸せでした。
ありがとう。
そして、
最後の夜は会社からのプレゼントでバイキング食
べ放題、
飲み放題のビュッフェへ。
日本料理に中華料理、
胃袋に負担をかけて別腹、
別腹で
満足。
通訳のダイアナさん、
ドライバーさん、
メイドさん、
ずっと笑顔で見守りサポートしてい
ただきありがとうございました。
主人は
「もう帰るのか？」
と言う言葉に変身でした。

久しぶりの海外旅行。娘と太田さん

シーウォークは間近に魚たちが寄ってきて、“南国
気分”を味わえました♪海はとてもきれいでした！

出発日１月１８日
（４泊５日）

待ちかねたセブの旅

妻の言い分。
成田へ着いた時の夫婦の
久しぶりの海外旅行、
８名でセブに出発！日本で
は経験できないとても楽しい旅行になりました！

でした。
天気が良かったので、
シーウォークと島めぐりでバーベキューを堪能。
シーウォーク
は間近に魚たちが寄ってきて、
南国気分を味わえました。
海はとてもきれいで、
日本の海とは
全く違いました。
３日目は雨ふりになったので、
シューティングに行きショッピングもしまし
た。
最後、
４日目なんとか晴れてくれて、
パラセーリングが出来ました。
ただ波が強くて、
船酔
いする人が続出し、
ちょっと辛かったです。
ただ空から見る景色はとても気持ち良いものでし

招待ランチはリゾートホテル
『デュシタニ』
で海を眺
めながらの豪快なビュッフェです。
ご馳走様でした♪

会話。
妻：
「もう海外もこれで最後にしよ
うか…福島のスパリゾートでいいか

も」。私：
「自宅から３０分の日帰り温泉施設で結構です」。
でもセブのコーラルポイントリ
ゾートへ着いた途端、
私：
「やっぱりここはいいネ。
あったかいし、
スタッフたちの歓迎ぶりは
うれしいし、
部屋も別々、
トイレもシャワーも別々、
サイコー」
。
こんな言葉を発している自分
に驚いてしまう。
日本では寒くて髪も切る気になれなかったが、
３日目、
ツルツルに切っても
らってさっぱり。
帰っていい正月を迎えられそうだ。
（先客が２人いたが、
譲ってもらったのも
嬉しい）
招待ランチはどこへ行くのか楽しみだったが、
なんとコーラルポイントリゾートの前

た。
空中ブランコをしているみたいで♪買い物、
食事、
遊び、
どこに行くにも通訳さんとドライ

に立つ立派なリゾートホテル
『デュシタニ』
で海を眺めながらの豪快なビュッフェです。
ご馳

バーさんが一緒にいてくれるので安心して行動でき、
日本では経験できない体験でした。
一

走様でした。
（あまりに近すぎて拍子抜けですが）
マクタン・セブ新空港ターミナルは広くき

緒に行った人たちも初対面の人もいましたが、
仲良くなれて、
参加して本当に良かったです。
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れいになっていて、
途中迷ったり大変でしたが楽しい思い出です。
また来ますのでよろしく
お願いします。
ありがとう。
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３日目、ツルツルに切ってもらってさっぱり！

