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人生観が変わる究極のリゾート！

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～
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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 成田空港税込み）

会     報
平成26年4月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
華やかに彩るセブ島は、いつでも笑顔が溢れる南国の楽園。

温暖な気候と穏やかな珊瑚礁の海に包まれる景観、何度でも味わいたくなる
大自然の恩恵は、ご家族との団欒や知人・友人との楽しい思い出づくりはもちろん

私達にとって掛け替えのない健康づくりにも最適な、幸せに導く一石二鳥の嬉しい環境です。
また、老若男女を問わずご満足頂けます気軽さにより、世界中から不動の人気を誇る魅力のセブ。
是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートで、心身共に癒し安らぐ環境をご満喫下さい。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、爽快感に満たされる至福のひととき
心豊かに身体も喜ぶ、笑顔が絶えないアットホームなリゾートライフをお楽しみ下さい。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
皆様の益々のお越しを心よりお待ち申し上げております。

会長　行方　栄治

＜編集後記＞
セブ直行便が毎日２便運航で気軽さ楽しさ倍増！当社提携旅行会社による４月以降の成田～セブ間（直
行便）航空料金が発表となりましたので、ご案内させて頂きます。尚、成田～セブ間（直行便）は非常に人
気が高い為、搭乗予約は出発日より約３ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）の早期手続きをお勧め致し
ます。楽しいご旅行を計画される為にも詳細等ご不明な点がございましたら、当社旅行担当までお気軽
にお問い合わせ下さい。

秘境の楽園バディアンゴルフリゾート 珊瑚礁の海と一体になったプール

①上記料金は平成26年3月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③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
　手数料として出発日前々日までが￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　全額）が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問い合せ下さい。
⑤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

（注）帰国日が５月５日・6日、７月２１日、９月１５日・２３日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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９日間のセブ旅行、家より成田直
行便に乗り６人で出発。台風２
７号・２８号が近づいていてどう
なる事か心配でしたが、台風を
避けながら飛行、１時間遅れで
到着しました。南国のヤシ・バナ
ナの木が一面に有り、人々の生
活はのんびりと原始的でした。
子供の多い事、道路わきには、
牛・ヤギ・犬がのんびりと休ん
だり歩いています。放し飼いで、
誰も気にとめていません。新築
の大きなビルもあちこちに出来、
現地の人が追いやられていま

す。レイテ島へ船で２時間、マッカーサー元帥上陸地まで車で３時間、さっ
そうと遠浅の海をマッカーサー先頭に７人が上陸した銅像が有り、その当時
を思い起こす。マルコス大統領イメルダ婦人の住家を見学、１９８２年建
設、中は超高級品の宝庫、１人１人の部屋、きらびやかに飾られていた。
トイレが使用しづらかった。パイナップル園見学、３００ヘクタール見渡
すかぎりパイナップル。一年中収穫できるらしく甘くて美味しかった。パン
ダノン島は海がブルー、シュノーケルで探索、ウニ、ヒトデ、熱帯魚が沢山い
た。ジェットバイク、パラグライダー、シーウォーカーと皆初めての体験で
楽しみました。日本では出来ない高級エステ、食事はイタリアン、中華、
韓国、フィリピン料理をフルコースでいただき、夢のようなひと時を過ご
しました。最後の夕食はパーティーをしていただき、理事の村松さんと御
一緒出来、生バンドでメイドさん達とダンスをして楽しみました。楽しい
日々、朝田さん有難うございました。

初めてのセブ体験、ありがとう！ レイテ島やパンダノン島観光、
日本では出来ない高級エステ、食事やパーティーも楽しみました

ナルスアン島では最高の気分、全身マッサージも体験！ ６歳と
４歳の孫達も嬉しさを隠し切れず、はしゃぎ回ってばかりいました

職場の休暇をなんとか都合つ
け、行って来ましたセブ島旅行！
や はり慣 れてい な いこともあ
り、出国・入国はドキドキしまし
たが、到着すると、まず暑い！日本
とは大違いです。ガイドさんと一
緒に車で街中へ、見るものすべ
てが新鮮で、車の多さと、たくさ
んの露店、毎日がお祭りと聞い
ていたのは本当でした。夜遅く
に宿泊施設のコーラルポイント
リゾートに着きましたが、大歓迎を受けその日は旅の疲れもあり爆睡でし
た。朝起きるとテラスからは照りつける太陽と目の前に広がる海！最高の
オーシャンビューでした。今回は５日間宿泊しましたが、ただそこに居る
だけで本当に癒されました。滞在中は、毎日朝から晩までいろいろな所へ
行き、疲れもしましたが、海辺でのバーベキューやショッピング、パラセ
ーリングと最高に楽しかった。ウェイクボード、市内観光に様々な料理と
ホントに密度の濃い旅行になりました。いろいろな経験をし、刺激を受け
て、本当に自分の人生の中で貴重な６日間になりました。それでもまだま
だセブ島の魅力は堪能しきれてないのかなと思います。また今度行くチャ
ンスがあれば是非行きたいと思います。最後に・・・セブ島サイコ～！

私のお気に入り セブ島

夢のようなひと時を過ごしました！ ジェットバイク、パラグラ
イダー、シーウォーカーと皆初めての体験で楽しみました

自分の人生の中で貴重な６日間になりました！ また今度行く
チャンスがあれば是非行きたいと思います。セブ島サイコ～！

セブ島サイコ～！ 初めてのセブ体験 ありがとう

ああ・・・楽しかった！
２人の娘の家族と一緒にゆった
りとした旅をしたいと常々考え
ておりました。そこに舞い込ん
だ の が、ワールドビッグフォー
のセブ旅行でした。１人の娘夫
婦は現在アメリカ在住ですが、
遠路にかかわらず気持ち良く仲
間入りしてくれました。総勢８名
のファミリーバケーションです。
コーラルポイントリゾートの部
屋の広さにまず驚き、遠くまで
見渡せる空と吸い込まれるよう
な 海 は 目を 見 張る美しさでし

た。ガイドのリサさんの心配りで、島巡り、島内観光、ショッピング、カジノ、
クロコランディアまでいろいろと堪能できました。眼下の海水プールでは、
それぞれが思い思いに泳ぎ楽しみ、まさに理想のスローライフ。６歳と４歳
の孫達も嬉しさを隠し切れず、はしゃぎ回ってばかりいました。ナルスアン
島の日帰りアイランドホッピングもしました。大海原を進むバンカーボー
トの乗り心地は、天気も良好で最高の気分を味わいました。リサさんお勧
めのエステ店で全身マッサージも体験。ところが残念なことに、巨大台風
がフィリピンを襲い、レイテ島の惨劇は帰国後知ることになり、驚きを隠せ
ません。この文面にてお悔やみ申し上げます。ガイドのリサさん、ドライバ
ーのベルナルドさん、メイドのノバさんとメルナさん、いろいろとお世話
になりました。皆さんのお陰で、フィリピンの方々の優しさが深く胸に残り
ました。

行って来ましたセブ島旅行！ 海辺でのバーベキュー
やショッピング、パラセーリングと最高に楽しかった

海、空、とっても綺麗、それはセブ
島。モーニングはすべて用意し
ていただき「いただきま～す！」
と言って、皆でお話をしながら
ゆっくりと食べて「今日は、どう
します」そこから始まります。何
と幸せなこと・・・。すべてを忘れ
て、何とありがたいこと・・・。贅
沢三昧でごめんなさい。レイテ
島に渡りパイナップル畑を見学
しました。山盛りのパイナップル
をぜ～んぶ食べました。甘～く
て美味しかったです。カオハガン島にも行きました。キルティングをする
女性達、一生懸命一針一針と刺していました。トウモロコシのコーヒーを
いただきました。皆さん、の～んびりしています。温暖な気候のせいでしょ
う。ハロウィンの前日でパーティーは特に盛り上がりました。レディーガガ
さんが来たと聞き・・・行ってみました。やっぱりガガさんでした？？何と豊
満なバスト、お色気たっぷりな、素敵な方でした。その後にピンクのオカマ
ちゃんらしき人が嬉しそうに・・・お面をつけたり、キラキラ帽子のお兄さ
ん、お姉さん、皆ではじけて、思い切り楽しみました。好きなことのできた
セブでの９日間、私へのご褒美です。ありがとうございました。ワールドビ
ッグフォーの関係者の皆々様、ありがとうございました。

カオハガン島のキルティングをする女性、皆さんも行ってネ！
パーティーでは皆ではじけて、思い切り楽しみました

総勢８名のファミリーバケーションです！ 島巡り、島内観光、ショッ
ピング、カジノ、クロコランディアまでいろいろと堪能できました

レイテ島にようこそ！ パイナップル畑を見学、いっぱい食べま
した！ 好きなことのできたセブでの９日間、私へのご褒美です

出発日１０月２４日（８泊９日）
会員歴３年１１ヵ月　小松さん

出発日１０月２４日（８泊９日）
会員歴２年１１ヵ月　加藤さん

出発日１０月１８日（５泊６日）
会員歴２年８ヵ月　北村さん

出発日１１月２日（８泊９日）
会員歴９ヵ月　地頭所さん
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小山さんのお話をお聞きしてか
らワールドビッグフォーに入会し
て４年に成ります。今では本当に
良かったと思っております。これ
もワールドビッグフォーに知り
合ってから私の生活も安定して
ゆとりができ、年金も少ないで
すから毎月の楽しみです。セブ
島の旅行は親子３人で１１月
９日に出発し成田空港まで約６
時間、飛行機に乗るのは初めて
です。セブ島に着いた時、夜の
７時半頃になっていました。ワ
ールドビッグフォーの現地スタ

ッフのガイドさんと運転手さんのフランシスさんが出迎えて下さり安心し
ました。コーラルポイントリゾートに着いた時、メイドさんがマンゴジュー
スをご用意して下さり、ありがとうと思いました。また素晴らしい素敵な
施設で、海はエメラルド色のきれいな海でした。「来て良かった！」親子３
人で来て本当に良い思い出に成り、１週間も存分に楽しみ、果物も豊富
でセブの料理なども頂き食べやすく、エステやら全身マッサージも体験し
たり癒されました。毎日がこのような暮らしを・・・申し訳ない気持ちでし
た。全てが夢みたいです。次の日からコーラルポイントリゾートＡ棟６階に
行き、またマンゴジュースやら朝食はパンがとても美味しく、お野菜も付き、
若い人なのに良い子達でした。私はワールドビッグフォーの施設やセブの
自然に感動して帰って来たのですが、娘長女はセブで生活している人々に
感動し、帰ることが出来ました。

セブの自然に感動、全てが夢みたいです！ 果物も豊富でセブの料理な
ども頂き食べやすく、エステやら全身マッサージも体験したり癒されました

心に残った４泊５日のセブ！ 「山頂展望台トップス」の綺麗
な夕焼けに感動、「ラプラプ公園」には興味がわきました

初めてのセブ旅行でした。毎月の
会報を見る度に「いつか行けたら
なぁ」と思っていましたが、会員
に成ってから２年でようやく叶
えることが出来ました。セブの
到着は夜でしたが、出迎えをし
てくれました 。現地のスタッフ
さんが待っていてくれて助かり
ました。朝起きて外の景色を見
ると、広大な海を見ることが出
来ました。日本で見る海とは全く異なり、エメラルド色の海がとても綺麗で
眺めているだけで心安らぎました。マンゴジュースやバナナジュースなど
は、今までの人生で飲んだジュースの中で一番美味しかったと言っても過
言ではありません。セブのスーパーマーケットで買った果物、アイスクリー
ムもとても美味しかったです。セブ市内観光もガイドさんのお陰で安全に
楽しく過ごせました。島でのバーベキューも楽しむことが出来ました。唯、
今回発生した台風が今年一番強いそうで何より無事で良かったです。メイ
ドさん、ガイドさん、ドライバーさんに感謝いっぱいです。親子孫３人の
旅、ワールドビッグフォーに感謝、益々の会社の発展を祈念申し上げます。

感謝のセブ

「来て良かった！」素晴らしい素敵な施設にエメラルド色の
きれいな海！親子３人で来て本当に良い思い出に成りました

エメラルド色の海がとても綺麗で眺めているだけで心安らぎました！
マンゴジュースやバナナジュースに感動、果物、アイスも美味しかったです

初のセブ旅行 セブ島の旅行

初めてのセブで
セブを訪れたのは、ボホール島
での大地震や台風３０号がレイ
テ島などを襲い甚大な被害をだ
した後でした。セブ島やマクタ
ン島では大 きな 被 害 は な かっ
たものの、住んでいる人々の心
の中には、揺れることへの恐怖
感が残っているとの 話 を 聞 き
ました。地震の揺れの大きさが
想像できました。初めてのセブ
で、心に残ったいくつかのこと
について書きたいと思います。
まずは、「山頂展望台トップス」
で見た夕焼けです。広々とした

大きな空のキャンパスに沈む夕日が刻々と色を塗り替えていきました。時
が経つのを忘れ、その色彩の変化をズ～っと見入っていました。本当に
綺麗な夕焼けでした。「ラプラプ公園」は興味がわきました。そこには「マゼ
ラン記念碑」と「ラプラプの像」とが建てられています。酋長ラプラプは
マゼラン達を撃退しフィリピンの英雄となり、一方マゼランはこの地で
キリスト教を布教したが、ラプラプとの戦いで落命しました。その二人に
関した像と記念碑が同じ場所にあるというのは、興味深いことでした。天
候等の関係で何回か時刻が変更になりましたが、「パラセーリング」に挑戦
しました。モーターボートに引かれての１５分間は鳥になった気分で、空高
くから見下ろした景色は最高でした。４泊５日のセブでしたが、人々の優
しさや温かさを感じたり、フィリピンの人達の様子や状況を見られたりし
て、いい旅行になりました。みなさん、ありがとう！！

初めてのセブ、親子孫３人の旅！ セブ市内観光もガイドさんのお陰で
安全に楽しく過ごせ、島でのバーベキューも楽しむことが出来ました

毎月、母宅に届く会報誌を興味
深く拝見しておりました。娘が
昨年セブ短期留学を経験したこ
ともあり、ますます感心が高まり
入会、そして旅行実現となりま
した。セブは想像通りの自然豊
かな笑顔の似合う国でした。ベ
ランダからの景 色 は まるで 絵
ハ ガ キ の よう！全 面 ガ ラス 張
りフ ロ ア ー か ら の 景観はリゾ
ート気分全開でした。感動的な
のは完熟フルーツ。フルーツ好
きな私にとって、その味はもう
ほっぺがおちそうでした。朝早くから部屋の中に漂うおいしい香り、毎朝メ
イドさんが日替わりに卵メニューを工夫して作って下さり、芸術的な盛り
付け方に感激でした。ガイドさんは大変親切に気配りをして下さり、何の
不安も心配なく、観光を楽しく盛り上げて頂きました。観光途中に立ち寄っ
た貝細工のお店ではネックレス選びに楽しいひとときを過ごし、ショッピ
ングモールではセブ食品を沢山買い込み、島巡りは透明度の高い美しい
海を間近に見ることができ、全てが感動の毎日でした。秋旅行なのにセブ
では早いクリスマス。モールでは店員さんがサンタ姿、大きなツリーにソン
グ、クリスマスイベント真っ最中でした。聞くところによると、セブではクリス
マスが長いとのことです。あっという間の楽しい旅行でした。おかげ様で親子
三代水入らずの旅を満喫できました。感謝の気持ちで一杯です。ありがとう
ございました。

全てが感動の毎日、あっという間の楽しい旅行でした！
セブは想像通りの自然豊かな笑顔の似合う国でした

初めてのセブ、いい旅行になりました！「パラセーリング」では、
鳥になった気分で、空高くから見下ろした景色は最高でした

親子三代水入らずの旅を満喫！ 完熟フルーツに感動、ショッピングも楽
しみ、島巡りでは透明度の高い美しい海を間近に見ることができました

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　南澤さん

出発日１１月９日（６泊７日）
会員歴３年８ヵ月　菊川さん

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　柳沢さん

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　白川さん
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１０月１５日、セブ・マクタン空
港を離陸僅か１０分後にボホ
ール島で、Ｍ７ . １もの大地震
が起きるなんて・・・。その頃日
本では大型台風２６号が接近
中で、テレビの報道は専らそこ
に集中していました。私達は僅
かな時間差でセブの地震から、
そして一日違いで台風下の交通
マヒからも逃れ無事予定通りに
帰宅できましたが、これをラッ
キーだったと喜んではいられま

せんでした。さっきまで滞在し、目にしてきたばかりの教会や施設や家が
崩壊したなんて・・・。セブに早く平穏な日々が戻ることをひたすら願って
います。夫と二人の３連休を利用した４泊５日のセブ旅行が実現しまし
た。特に印象に残ったのは、ドライバーさんの巧みな運転さばきと海の美
しさでした。歩行者と野良犬と自転車とバイクとジプニーなどの車で大混
雑する中を、瞬時に判断し安全にくぐり抜ける事は日本人には困難でしょ
う。私達二人の為だけにパンダノン島まで船を出して下さいました。感
激！！最高の贅沢でした。船上では何故か映画「太陽がいっぱい」のメロデ
ィーが浮かんできました。楽しいことが沢山あったのに、今回はセブ地震
のことで・・・字数が不足してしまいました。次回は楽しい事をいっぱいお
伝えしたいと思います。

ドライバーさんの巧みな運転さばきと海の美しさに感動、最高の
贅沢でした！ 次回は楽しい事をいっぱいお伝えしたいと思います

５年前にセブでデビューしました！ 私がゴルフ出来るとは、
夢の実現でした。これもワールドビッグフォーのおかげ様です

待ちに待ったセブ旅行、ついに実
現、旅の始まり。厚着をして成田を
１４時２５分出発、セブ・マクタ
ン空港に１８時４５分到着。感
動は降りた瞬間から始まりまし
た。メイドさん、ドライバ ー さ
ん の 笑 顔 の 案 内でコーラルポ
イントリゾートへと向かい空気
の違いにビックリ、車窓からヤ
シの 木 が 見えコーラル ポイン
トリゾートはまさしく富豪の館で
した。１日１日の風景、セブの
島に全て興奮しました。のんび
り自分達のペースで豪華な旅行
が出来るなんて本当に至福の一時でした。素晴らしい自然の環境は健康への
パスポートです。セブ島には神経痛やリュウマチはないそうです。シーウォ
ーカーではインストラクターの丁寧な指示で綺麗な熱帯魚やサンゴを見
る事が出来ました。カワサン滝では竹の筏に乗り全身を打たれ物凄い水
圧の強さは、ゲンコツで頭をひっぱたかれたような気分でキャ～キャ～言
って泣き笑いしました。帰りの道は二人乗りのタクシーバイク（トライシク
ル）に乗り７５歳にしては本当に考えられない体験をしました。一生忘れ
られません。夜にカラオケ小町にも行きカラオケもやりました。オカマショ
ーにも圧倒されました。あっという間の６日間、ショッピングではあれもこ
れも買い求め何を買ったのか分からない位、手足のエステ、マニキュア、オイ
ルマッサージ等々楽しみました。最後の夜はパーティーを開いて頂き、
夢の６日間でした。スタッフの皆様本当にお世話になりました。シャロー
ンさん、統括の佐藤さんお世話になりました。

神様からのご褒美 ～セブ旅行～

４泊５日のセブ旅行が実現、二人だけの初海外旅行！ 私達二人
の為だけにパンダノン島まで船を出して下さいました。感激！！

素晴らしい自然の環境は健康へのパスポート、夢の６日間でした ！ シー
ウォーカーにも挑戦、エステやマッサージ、ショッピングも楽しみました

また行きたい楽しいセブ 二人だけの初海外旅行

セブ・カオハガン島 癒しの１日体験ツアー
エメラルドの海、その珊瑚礁の
上に乗った島カオハガンへ行こ
う！！その目的実行の日、青い空、
エメラルドの海がいつもの様に
私達を迎えて下さり、コーラルポ
イントリゾートと近くの港から４
０分、空と海の間に、こんもりと緑
に囲まれた小さな島、薬木であ
るニームがこの島を守っていま
す。日本人スタッフの案内で散
策、ゾウリをけり合って遊ぶ子
供達と一緒に遊び、昨夜生まれ
た７番目の赤ちゃん、その回り
にいる６人の子供達、微笑まし

い家族の姿がここにありました。昼食はケチャップとカラマンシージュー
スで味付けしたポーク、ワタリガニのオムレツ、ココナッツミルクのスー
プ等々・・・。新鮮な食材でのランチは南国の味、午後は世界一豊かな珊瑚
礁保護区でのシュノーケリング体験最高です。透き通った海の中は別世界
が広がり、言葉に表現出来ません。潮の関係で大きな舟ですと長時間滞
在できないのでオプションです。何にもなくても豊かな島の秘密？それ
は自然を島民が映し出し縫って作ったカオハガンキルトの中にすべてつ
つまれている様に思えました。ナルスアンも魚の種類が多く、白い砂浜を眺め
ながら、「もし、ここに孫がいたら、魚と戯れ、砂浜を駆け回り、どんなに喜
ぶでしょう」と・・・いつの日か実現したい夢が出来ました。パーティーで
は「ワールドビッグフォー万歳！！」と部屋いっぱいの声、セブで過ごした
癒しの時間が又明日へのエネルギーとなりました。早朝から夜遅くまで私
達を楽しくサポートして下さったセブの皆さんありがとうございました。

また行きたい楽しいセブ、本当に至福の一時でした！ カワサン
滝では竹の筏に乗りキャ～キャ～言って泣き笑いしました

平成２５年６月に長年勤めた
会社を辞めざるを得なくなり、
私の人生これまでかと思ってい
た矢先、ご近所でしっかり者の
川村さんにワールドビッグフォー
を紹介して頂き、神様のお導きで
佐藤さんと出逢いました。そし
てとんとん拍子にセブ旅行に進
み、今の状況から本当に行ける
のか不思議な感じでしたが、旅
行が始まると夢のような日々を
過ごしました。コーラルポイン
トリゾートに到着後から若いメ
イドさんが荷物を持って頂くこ
とに慣れてなく戸惑いましたが、静養に来たんだと実感する事が出来ま
した。それからは、海の中を歩く海中散歩シーウォーカー、ジンベエザメウ
ォッチング、カワサン滝での修行を楽しみ、本当に夢のように毎日が過
ぎて行きました。ショッピングもペソを考えながら使うことが面白く「楽し
かったなぁ～」と今考えてもワクワク気分になります。旅慣れの佐藤さん
の配慮も素晴らしく、ガイドのシャローンの明るさも私にはこれからの人
生、こうありたいと思うことを沢山得ました。一緒に行った方々も初めてお会
いしたばかりでしたが、お陰さまで楽しく陽気な楽しい旅に、よりして頂き
ました。また１１月に誕生日だったのでパーティーでは名前入りケーキを
用意して頂き、幸せの頂点でした。ワールドビッグフォーにめぐり逢えた事
で、これからの私の人生が上向きにどんどん上がってゆくんだと実感して
います。本当によい出逢いに感謝しております。

５泊６日のセブ旅行、夢のような日々を過ごしました！ パーティー
では名前入りケーキを用意して頂き、幸せの頂点でした

この笑顔が楽しかったセブのすべてです！ セブで過ごした癒しの時間
が又明日へのエネルギーとなりました「ワールドビッグフォー万歳！！」

神様からのご褒美 ～セブ旅行～！ シーウォーカー、ジンベエザ
メウォッチング、カワサン滝での修行等を楽しみ充実しました

出発日１１月２８日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　土屋さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年　藤澤さん

出発日１１月２８日（５泊６日）
会員歴６年５ヵ月　木内さん

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴１４年９ヵ月　池上さん
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１月で還暦を迎える私、１ヵ月

早く記念旅行をしたら良いとい

う家族の 声 で 出 発 決 定 。パ ス

ポ ートは ３冊目となった。新し

いパスポートの最初の旅行でセ

ブ島だ。フィリピンは 初 めてだ

が、ゆっくりしようと出掛けた。船でナルスアンへの、のんびりコース。海

は綺麗だ。イルカが群れで泳いでいる。トビウオが長い距離を、音を立て

ながら飛んで行く。久絵（フィリピンでは、ラプラプというらしい）が泳いで

いる。バーベキューもうまい！夜には同郷の人の経営する日本食の店へ。

ラプラプ料理、カブト煮や刺身、寿司、日本では高級料理だ！！安い！！うま

い！！あ～あ、良かった。

船でナルスアンへの、のんびりコース！ 海は綺麗でイルカ、
トビウオに感動、島でのバーベキューもうまかったです

私にとっては記念すべき２１ヵ国目の国、フィリピン！ ３日目の夜
からはスペシャルビラへ移動し、ゆったりと過ごすことができました

１０月２９日、中部国際空港を
飛び立ち、セブ・マクタン空港
で長野から来られた池上さん、
三室さん御夫妻、酒井さん、伊藤
さんと合流、セブ ７ 泊 ８日の 旅
の始まりです。２日目は癒しの
島カオハガン島へ、マクタン島
から１時間足らずの船旅で珊瑚
礁の上に乗った小さな島です。
日本 人 が 島 のオーナー になっ
た後も自然の恵みを受け、感謝
しながら昔ながらの暮らしを続
けている。素朴で純粋な島民達
は共に暮らしています。又オー
ナーが教えた「カオハガンキルト」は、島民達が自然を映し出し縫って作
り、今や世界中に広まって島民の経済的な自立をもたらし、医療や教育の向
上への改善に役立っているそうです。島民の大人も子供も飾り気の無い笑顔
で私達と接し、私達の心に癒しを与えてくれました。又珊瑚礁の海でシュノ
ーケリングを楽しみ、多くの珊瑚礁や色とりどりの魚達に会いました。お
昼は日本人のデザイナー小倉香織さん設計の白と青が基調の南国の海
辺に溶け込んでいる様な「カフェ」で、おいしい魚やエビ等の料理をいた
だき、十二分に満喫した一日でした。３日目はナルスアン島でシュノーケリ
ング。４日目はちょっとこわごわ挑戦したパラセーリング。す～っと高く高く
上がって、まるで鳥になった様でパラシュートと同じニコニコ顔でした。後
の２日間はバディアンゴルフリゾートへ、ゴルフ初デビューの２人、ヨチヨ
チの３人、まあまあの１人の６人が２組に分かれてプレー！最後は６人合
流し、キャディーさん６人との楽しい思い出を作りました。

CAOHAGAN パッチワーク村

のんびりセブ、還暦の記念旅行！ 同郷の人の経営する日本食の
店へも行き、日本では高級料理だ！！安い！！うまい！！あ～あ、良かった

新しい体験、カオハガン島とパラセーリング！ カオハガン島は、
私達の心に癒しを与えてくれ、十二分に満喫した一日でした

新しい体験 カオハガン島とパラセーリング のんびりセブ

セブの休日
私にとっては記念すべき２１ヵ

国目の国、フィリピン。地震や台

風の影響で、一時期は本当に行

ける の かどうか 心 配しまし た

が、大丈夫という情報を聞きま

したので出掛けることにしまし

た。１２月の寒い時期に南国へ

行けるということで、とても楽し

みにしていました。車でコーラルポイントリゾートへ着くと、ゲートや敷

地内のガードマンの巡回など厳重に守られており、“しっかりとしている

な ”と感じました。宿泊した部屋は広々としており、ヨーロッパとは違い、排

水がとても良く、気持ち良く過ごすことができました。３日目の夜からはス

ペシャルビラへ移動し、ゆったりと過ごすことができましたし、メイドさん

達もとてもフレンドリーで親切でした。もし、また機会があれば、セブ島に

滞在し、アクティビティーを楽しみたいです。

バディアンゴルフリゾートではゴルフを堪能！ 最後は６人
合流し、キャディーさん６人との楽しい思い出を作りました。

少し歩けば島一周してしまう様
な小さな島。男性は魚を獲り生
計をたてる。一家で一人パッチ
ワークを作ろう・・・といたる所
で一針一針縫う姿を見かけまし
た。指抜きもせず、目印もなく、
パッと竿 に か け縫 い 上 げる姿
は、同じ趣味を持つ私にとって
驚きと感動を受けました。丁度
掛けていたバックを見せ「日本
の古い布で作りました」とふれ
合いも出来ました。昼食は美味
しい手作り料理を頂きました。お
豆のスープはバツグンの美味しさで思わずお代わりしました。子供達の賑
やかな声に耳を澄ますと聞き覚えのある歌声に目が留りました。「負けて
くやしい花いちもんめ、相談しましょ、～ちゃんがほしい、じゃんけんぽ
ん！！」何と日本語で歌い女の子達が遊んでいました。思わず池上さんと二
人加えてもらい一緒に楽しみました。見ていた子供達も加わりタイムスリ
ップした様な懐かしさで一杯でした。バレーボールをしている男の子達と
は思わず本気を出してボールを追ってみたものの、足と体がついていかず
大笑いしました。ゴミ一つなく林の中は、祭りの日に行う闘鶏用の鶏が何
羽も足かせされていました。のどかで心癒される島でした。池上さん、赤
羽さん、同行された皆様、ガイドのシャローンさん、娘の様にかわいいメ
イドさん、お世話になりました。心温まる旅をありがとうございました。

CAOHAGAN パッチワーク村、のどかで心癒される島で
した！ 同じ趣味を持つ私にとって驚きと感動を受けました

メイドさん達もとてもフレンドリーで親切でした！ また機会が
あれば、セブ島に滞在し、アクティビティーを楽しみたいです

心温まる旅をありがとうございました！ 池上さん、赤羽さん、
同行された皆様、ガイドさん、メイドさん、お世話になりました

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴１年９ヵ月　浦野さん

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　西澤さん

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴４年３ヵ月　木村さん

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　西澤さん
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主人がなくなり娘夫婦、孫たち
が昨年４月から同居してくれま
した。お友達からワールドビッ
グフォーを聞き娘と加入しまし
た。入会してすぐのセブ旅行で
した。初めて家族みんなで行っ
たセブ島は私にとってとても楽
しくもあり、ステキな思い出に
なりました。コーラルポイント

リゾートも素晴らしく、家族みんなでゆったりと過ごせました。窓を開け
ると目の前に広がる海、またプールも４種類もあり、孫たちはパパと一
緒に朝起きると朝食まで泳ぎ、また食べ終わると泳ぎ真黒になりました。
私も６０歳すぎているのに水着になり孫と泳いだのは何十年ぶりだっ
たでしょう。また娘とパラセーリングをやり本当に楽しかったです。ガイ
ドさん、運転手さん、メイドさん達もとても親切で本当にありがたかった
です。孫たちと一緒だったので町の中はあまり見学できませんでしたが、
本当に楽しいセブ島でした。またみんなで行きたいです。

娘とパラセーリングをやり本当に楽しかったです！ 水着になり孫と
泳いだのは何十年ぶりだったでしょう。またみんなで行きたいです

シーカヤックやバーベキューも楽しみました！ マルコポーロ
ホテルでの豪華な食事を楽しみ、夜景もすごくキレイでした

去 年 に つ づ き、３ 回 目 の セブ

に 行って 来 まし た 。今 回 は ５

人 で 行 きまし た が 、私と友 人

は２人でバディアンゴルフリゾ

ートに１泊し、念 願 のゴ ルフを

してきまし た 。平 坦 な 様 でト

リッキ ー な ホ ー ル も 有り、難

し い コ ー ス でし た 。で もスコ

アに関係なくキャディーさんが陽気で楽しかったです。今度はマイクラ

ブでプレーしてみたいです。その他ナルスアンに行きバーベキューを

していただいたり、海に入って貝殻を拾ったり、ヒトデにさわったり最高

でした。また、マリンスポーツ、エステ、オカマショーを見たり、今回は

本 当 に 充 実しました 。また 来 年、来るとメイドさん に 約 束しました の

で、是非行きたいと思います。いつ行ってもメイドさん、ドライバーさ

ん、ガイドさん、笑顔で至れり尽くせり本当にありがとうございました。

充実したセブ旅行９日間

娘家族とのセブ旅行、ステキな思い出になりました！ コーラルポ
イントリゾートも素晴らしく、家族みんなでゆったりと過ごせました

３回目の至れり尽くせりセブの旅！ ナルスアン観光にマリン
スポーツ、エステ、オカマショーと今回は本当に充実しました

３回目のセブの旅 娘家族とのセブ旅行

セブで感動の出逢い！！
２回目のセブ、マクタン空港で
ミキちゃんとの再会。５日間、運
転上手なベルナルドさん、優し
いミキちゃん（本名がメリーグ
レイスと聞いてビックリ！素敵な
名前ですよね）と一緒に過ごせ
て、幸せな日々でした。メイドさ
ん達にもお世話になりました。
マンゴジュース最高です！近くの
島に台風が発生していて風と雨
のセブでしたが、これも又楽し
♪ 最 後 の日に やっと太 陽 が 出
て、シーカヤックやバーベキュ

ーを楽しみました。マルコポーロホテルでの豪華な食事を楽しみ、夜景
もすごくキレイでした。でも寒かったです！感動の出逢いは長野県からい
らしたグループの方達との出逢いでした。今回の旅はレイテ島の台風の
為、４人がキャンセルしたので、私と小林さんの２人でした。なので、長野
のグループの方達が、気を遣って頂きました。感謝です。その中でも、私の
母と同じ年の９４歳の竹岡さんとの出逢い。大正９年１月２日生まれと
母とすっかり同じなのには、運命を感じました。肌もピチピチでとてもお
綺麗な方で、２０歳は若くみえました。お元気でセブ旅行ができるなんて
素晴らしいです！１０年のパスポートも取得したとの事、ビックリです！ワ
ールドビッグフォーの旅ならではですね。セブの母が出来ました。９４歳
までにあと何回セブに行けるかなと思いつつ、セブ・マクタン空港をあと
にしました。

バディアンゴルフリゾートに１泊し、念願のゴルフをしてきました！
スコアに関係なくキャディーさんが陽気で楽しかったです。

私はセブに行きたくてワールドビ
ッグフォーに入りました。一緒に
行ってくれた一人は親友で今回
３度目だそうです。今回は５人
の仲間と一緒でしたが、他の人
達は今度の旅行で初めて知り合
いになった人達でした。でも皆
さん年上で、とても良い人達で、
ずっと前からの知り合いの様に
感じた９日間、とても楽しかっ
たです。セブの人達は皆明るい人達だと思いました。ワールドビッグフォ
ーのリゾート施設を満喫して来ました。まずはゴルフを二人でして来まし
た。ここのスタッフも、とても明るい人達でした。コーラルポイントリゾート
に帰って来て、毎日朝から生ジュースを飲み、町にくりだし、マリンスポーツ
を楽しんだり、エステなど色々楽しみ、そしてコーラルポイントリゾートでの
んびりメイドさん達が本当に良くしてくれて贅沢な気分を味わう事ができま
した。行って良かったと思います。そして「又必ずセブに行きます！」とメイ
ドさん達に約束して来たので、来年行ってこようと親友と約束しました。
楽しかったです。ありがとうございました。

行って良かった！ 「又必ずセブに行きます！」とメイドさん達に
約束して来たので、来年行ってこようと親友と約束しました

セブで感動の出逢い！！ ワールドビッグフォーの旅なら
ではですね！ ９４歳までにあと何回セブに行けるかな

充実したセブ旅行９日間、贅沢な気分を味わう事がで
きました！ マリンスポーツやエステなど色々楽しみました

出発日１１月２７日（８泊９日）
会員歴７ヵ月　松井さん

出発日１月４日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　鈴木さん

出発日１１月２７日（８泊９日）
会員歴６年１０ヵ月　宮本さん

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　片山さん


