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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～

￥５,４５０円
￥８,９００円
￥５,４５０円

￥５６,６７０円
￥８４,１７０円
￥５６,６７０円

０８／０１～０８／０８
０８／０９～０８／１１
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￥６７,７１０円
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￥６７,７１０円

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8月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
笑顔を誘うセブ島は、幸福と健康を導く魅力溢れる南国の島。

大自然が織り成す至福の環境は、絶大なる天然マイナスイオン効果により
若返りや健康維持・促進には勿論、アットホームに過ごすご家族との団欒や知人
友人との笑顔が溢れる楽しい思い出づくりにも最適！日本から約４時間、セブ直行便
毎日２便運航で、ますます身近になりましたセブ・弊社究極のリゾートで、新しい発見
体験の数々、幸福と健康に満たされた至福のひとときを満喫してみては如何でしょうか。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、国内旅行気分で心身も喜ぶ
微笑みづくりは長寿の秘訣！是非皆様も元気の源体験を思う存分にご堪能下さい。
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＞
爽やかに彩るセブ・ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！今現在、当社提携旅行会社による１０月以降の航空
料金が未発表となっております。間もなく発表となりますが、搭乗予約受付は随時承っておりますので、詳細等につ
きましては当社旅行担当までお気軽にお問い合わせ下さい。
尚、誠に勝手ではございますが、８月１３日（水）から８月１５日（金）までの間、夏季休業とさせて頂きます。皆様
には大変ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。８月１８日（月）より通常営業致します。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集担当　伊藤博之

（注）帰国日が、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。
①上記料金は平成26年7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

コーラルポイントリゾート カモテスリゾート

バディアンゴルフリゾート ＪＷＢホテル
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２ 月 初 旬 、寒 い 信 州 を 出 発 。
コーラルポイントリゾートを目
指して旅が始まりました。B S放
送を見ていると群馬、東京で大
雪が降っているではないか。２
０～３９ｃｍ以上の数値、目を
疑いたくなる事が起きていまし
た。子供からも携帯にメールが
入り、交通マヒやら事の重大さ
が汲み取れました。しかし、セブ
島は常夏でリゾート満開。毎日
海へ泳ぎに、そしてマリンスポー
ツ、今回は風が強くパラセーリン

グの横揺れは穏やかではなかった！今回初めてナルスアンに行きシュノー
ケリング、魚が近くに沢山寄って来る。足をかじられ痛かったが素晴らし
い！オスロブのジンベエザメを間近で見た事、ボートで沖の方まで移動、
目の前に４ｍ近く有るジンベエザメが何匹も泳いでいる。シュノーケルと水
中ゴーグルを付け海の中に、触ってはいけないと説明されたが触りたい？
自分の下に横にと泳いで来る。体験出来ない事が成され本当に満足と感
動でした。スタッフの皆様には大変お世話になり感謝及びありがとうござ
います。
追記　成田に着き、大雪の為交通が全てストップ、家に帰れない。東京で
２泊缶詰状態。ソチ冬期オリンピックを観ながら日本選手の勝利と喝采を
たたえ、新幹線の運転再開を待ち、無事帰路に着きました。

毎日海へ泳ぎに、そしてマリンスポーツも満喫！ オスロブのジンベエザメ
を間近で見た事、体験出来ない事が成され本当に満足と感動でした

ボホール島では、ロボク川クルーズで歌を聴きながらの船上ランチには
感動！ メガネザルのターシャやチョコレートヒルも良い想い出になりました

主人と主人の姉、私と３人で、
マリンスポーツを楽しみに来ま
した。セブに到着した日は台風
でしたが、翌日からは快晴に恵
まれました（主人雨男、私晴れ
女）。コーラルポイントリゾート
は、写真で見た通りで、また、お
もてなしも会報通りセレブの気
分でした。２日目は市内観光を
し、１時間半のマッサージで チ
ョ～ 気 持 ち 良く寝 てしま い ま
した。帰りにはスーパーへ寄り、
お菓子、ビール等を買い、夜食
にチョット頂き、美味しかった
です。３日目は３人とも人生初のマリンスポーツ！シーウォーカー・バナナ
ボート・シュノーケリングを楽しみ、パラセーリングは次回の楽しみに（実
は怖い？）。コーラルポイントリゾート・スペシャルビラに帰り、専用プール
で姉と二人で優雅に泳いでいました。主人はビールを飲んでくつろいでい
ました。４日目、今日で１日楽しめる最後のセブ、近くの島へ行きバーベキ
ュー！私達が着いた頃は人が少なく、思い切り泳いでいました。また、食後
も海の中で歩いたり、泳いだり３人で童心に返っていました。もう帰りで
すね！！フィリピン料理・中華料理・タイ料理、食事は皆美味しかったで
す。家に帰り、ワールドビッグフォーリゾート施設写真集を見て、コーラル
ポイントリゾート・スペシャルビラ２階寝室（６０畳）へ泊まらず、１階へ
泊まったことの後悔です。次回は必ずこの部屋に泊まりたいで～す！今年
中にまたセブに行きます。お世話になった皆様ありがとうございました。

１３０年に一度

セブ島は常夏でリゾート満開でした！ 今回初めてナルスアンに行き
シュノーケリング、魚が近くに沢山寄って来て素晴らしかったです

感激のセブ、人生初のマリンスポーツ！ シーウォーカー・バナナボート・
シュノーケリングを楽しみ、近くの島では３人で童心に返っていました

初のマリンスポーツ 楽しい旅と雪の戦い

セブ再訪！
昨年の初回から半年とあけず、
再びセブ島へ行ってきました。
会員になったばかりの妹に、セ
ブの美しい海をさっそく見せて
あげたいと思ったからです。前
回は、おすすめのオプションツ
アーをいくつも取り入れてのア
クティブ な 楽し い 滞 在 でし た
が、今回は何もせずにゆっくり
過ごす、贅沢な時間を過ごしま
した。食事は、マクタン島のマー

ケットに繰り出し、たくさんの野菜を買い、自分達で料理。日中は、晴れ渡
る青空のもと、海水プールで泳いで、泳ぎ疲れたら昼寝。そして夜はワイ
ンを片手におしゃべり。まったく飽きることがありませんでした。旅の中盤
には観光もしました。特に、妹の希望で訪れたボホール島では、かわいい
メガネザルのターシャに出会えただけでなく、珍しい形状のチョコレートヒ
ルや、ロボク川クルーズで歌を聴きながらの船上ランチには感動！良い想
い出になりました。これらの豊かな時間が過ごせたのは、なによりガイド
のリサさん、メイドさん、ドライバーさんの気配りによるものです。本当に
ありがとうございました。

今年中にスペシャルビラ２階寝室（６０畳）へ泊まりに行きます！
市内観光やマッサージを堪能、食事も皆美味しかったです

成田発が２月７日で翌２月８日
が１３年振りの大雪。Cebu発が
２月１５日で前日より１３０年
振りの大雪。東京で足止めにな
り、信州に着いたのが２月１７
日。それでも来年のC e b uの予定
を皆で確認しあう。この太平楽。
成田から家迄３日掛けたので
C e b uの有様が少し薄れたかっ
て、いやいやそんなことありませ
ん。６時５分、予兆無しに突然海
から朝日がおはようさん。オスロ
ブに７時着、ジンベエザメウォッ
チングの始まりへ。禁止事項ジン
ベエザメに３m以上近付かない、カメラのフラッシュはだめ、日焼け止めは
だめ、えっ、もうすっかり塗りたくってありますが、ティッシュでゴシゴシ拭き
取ったつもり、係りがなんとなく認めた様子、そう私の英語はYe sとOKとNo
だけですから殆ど感覚で判断するわけで特にこまったこと無いです。いよい
よ海へ、居る居る４～５頭のジンベエチャン、でかい口に円らな瞳、もっとよ
く見ようと近付くと、餌まきのオッサンがサービスでこっちへコマセをポイ、
触っちゃまずいから反転して思いっきり水を蹴ったつもりが、ジンベエチャン
を直撃、その拍子にカメラを握った手に力が入り、何処かのボタンを誤操作、
このチャンスを逃してはまずいと、もう一度反転してカメラを押すと、有ろう事
かフラッシュが・・・偶然です。けっして狙ったりしてません本当です。何処
までも澄みきったオスロブの海と、全てに寛容な現地のスタッフと、青い空
と、心地良い風達よ、来年また会いましょう。それまでさようなら。

セブでジンベエザメウォッチングに夢中！ 居る居る４～５頭のジンベエ
チャン、でかい口に円らな瞳、信州では１３０年に一度の大雪なのに

妹とセブ再訪、贅沢な時間を過ごしました！ 食事は自分達で料理、海水
プールで泳ぎ、夜はワインを片手におしゃべりと飽きることがありませんでした

何処までも澄みきったオスロブの海と、全てに寛容な現地の
スタッフと、青い空と、心地良い風達よ、来年また会いましょう！

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴９年５ヵ月　山嵜さん

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴４年４ヵ月　中村さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　互井さん

出発日２月１８日（６泊７日）
会員歴１年９ヵ月　秦さん
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冬の日本を出て３０℃のセブ・
マクタン国際空港に５時間程で
無事到着した。ワールドビッグ
フォーのスタッフの方にお迎え
頂き、自然豊かなコーラルポイ
ントリゾート・世界の大富豪の
別荘に入ったのは、街のあかり
が赤々と灯る頃でした。大勢の
現地スタッフの皆さんから笑顔
での大歓迎を頂き、楽しいセブ
滞在の感動的スタートです。豪
華な別荘コーラルポイントリゾ
ートでは、毎日ゆったりした部
屋でのんびりと手足を伸ばし、
癒しの時を過ごさせて頂きまし

た。朝の食事は、海を見ながら美味しいフレッシュジュースを頂き、完熟の
フルーツも満喫させて頂き幸せでした。部屋からも庭からも紺碧の海が
南国の花と一緒に眺められるのは、楽しく活力をもらえるものです。朝の
海は穏やかで、漁師さんが小舟を操る風景は又格別です。コーラルポイン
トリゾートから車で町や村、ヤシの林の峠道を越え、観光しながらバディ
アンゴルフリゾートに一泊訪問させて頂いた事は本当に楽しかった。村祭
りや市場などの賑わいに遭遇し、村中の皆さんで楽しんでいる様子が伝わ
って来ました。他でも自然を大切にしながら観光にも役立てている様子が感
じられました。バディアンゴルフリゾートでは、ココナッツの実のジュースを
堪能、本場の味を頂き皆笑顔でした。さよならパーティーは、最高のご馳
走を並べて下さり、バンドの演奏や歌、踊りでガイドさん、スタッフの皆さ
ん、ドライバーさんと一緒に楽しませて頂き、心からのおもてなしに感謝
致しております。

心からのおもてなしに感謝！ 毎日ゆったりした部屋での
んびりと手足を伸ばし、癒しの時を過ごさせて頂きました

一生忘れる事が出来ない思い出となりました！ サヨナラパーティーでは、私の
為にバースデーを大勢の皆様に祝って頂き感謝感謝と感激でいっぱいです

私は昨年の今頃、首と腰の手術
を受けリハビリに励んでいた頃
です。それから１年ほど経過し
た３月５日に、セブで発見でき
る人生の豊かさを求めて、思い
切ってセブへの旅に出ました。
それは温暖なセブの気候に触
れれば、リハビリとして良い結
果 が 得られると思った からで
す。それに会社の発展状況も見たいし、セブの状況も自分の目で見たいと
思ったのです。５年ぶりに見た会社の発展振り、又セブの町の発展を目の
あたりにして、行方会長様の理念の下、確実に発展していることを確認出
来たことは大変嬉しく思いました。今回の旅行では航空会社始め空港関
係者、又ワールドビッグフォーの現地スタッフの皆様にも大変お世話に
なりました。今回もセブで人生の豊かさ、又自然に触れて元気をもらい、
此の先幾度となくセブ旅行が出来ることを夢見てリハビリに励みたいと
思います。最後にお世話になったすべての皆様に厚く感謝致します。

いつも楽しませてくれるセブの旅行

常夏のCEBUで楽しく、活力も頂きました！ 観光しながらバディアン
ゴルフリゾートに一泊訪問させて頂いた事は本当に楽しかった

三度び訪れた５年ぶりのセブ、今回もセブで人生の豊かさ、又自然に触れ
て元気をもらいました！ お世話になったすべての皆様に厚く感謝致します

三度び訪れたセブ 常夏のCEBUで楽しく

忘れられないセブ
寒 い 信 州 か ら 常 夏 の セ ブ

へ！１年６ヵ月前と同じく、ウェ

ルカムドリンクのマンゴジュー

スで大歓迎を受け感激、少しも変

わらない風景に疲れも飛んでい

ってしまいました。オイルマッサ

ージ、ネイルサロン、マクタンで

眺めたサンセット、ジンベエザメウォッチングと・・・日常を忘れた毎日で

した。サヨナラパーティーでは、３月生まれの私の為にバースデーを！生

バンド、ガイドさん、メイドさん、仲間の人達と大勢の皆様に祝って頂き感

謝感謝と感激でいっぱいです。一生忘れる事が出来ない思い出となりまし

た。ワールドビッグフォーバンザイ！皆様ありがとうございました。

温暖なセブの気候に触れリハビリ体験！ 此の先幾度となく
セブ旅行が出来ることを夢見てリハビリに励みたいと思います

今回は海外旅行が初めてという
お友達を誘って８人で、５泊６
日の セブ 旅 行 に 行ってきまし
た。今回で４年振り３度目のセ
ブでした。２日目からは、前回や
って楽しみにしていた足裏のお
手入れとネイル。今まで機会が
なくて見られなかったオカマシ
ョーを見る事が出来ました。又カワサン滝では筏に乗り滝に打たれ、次の
日は早朝ジンベエザメを見に行きました。そして迷っていたパラセーリン
グに挑戦し、空からの眺めは最高でした。貴重な体験をしました。サヨナラ
パーティーでは、バンドの演奏で歌を一緒に口ずさみ、メイドさん達と久し
ぶりに踊りました。お料理も美味しかったです。ガイドのリサさん、メイド
のアイリーンさん達、大変お世話になりました。又お会い出来る日を楽し
みにしています。すばらしい感動をありがとうございました。皆様にお世話
になり感謝申し上げます。

すばらしい感動をありがとう！ サヨナラパーティーでは、バンドの
演奏で歌を一緒に口ずさみ、メイドさん達と久しぶりに踊りました

忘れられないセブ、ワールドビッグフォーバンザイ！ オイルマッサージ、
ネイルサロン、ジンベエザメウォッチング等と・・・日常を忘れた毎日でした

いつも楽しませてくれるセブの旅行、貴重な体験をしました！ カワサン滝
では滝に打たれ、ジンベエザメも見て、パラセーリング、食事も最高でした

出発日３月７日（５泊６日）
会員歴８年２ヵ月　藤巻さん

出発日３月７日（５泊６日）
会員歴５年１ヵ月　行田さん

出発日３月５日（７泊８日）
会員歴６年３ヵ月　竹内さん

出発日３月７日（５泊６日）
会員歴３年２ヵ月　丸山さん
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５ヵ月少し前に還暦となり、それと
同時に会社も定年「人生の楽しい
時期の大半を過ごし終えたのか
な」と少し感慨に浸っていたとき
「セブ島に行くか！」と誘ってくれた
のが、地域の役員を一緒にやって
以来１５年ほど親しくさせていた
だいている三室夫妻からの誘いだ
った。いくつかの「ワールドビッグ
フォー」の会報を開いて、南国のす
ばらしい環境について、情熱に加
え目を輝かせて説明してくれた。
今思えば、私のセブ島への旅は既
にこの時から始まっていた気がす
る。コーラルポイントリゾートで迎
えるセブ島初朝はカーテン越しに
入ってくる南国特有の陽光からで
あった。カーテンを開けると蒼い
海、その水平線に太陽が、そして、

小船で漁をする漁師の姿がシルエットで浮かび上がる。旅を始める前に想像した
絵が、今目の前に広がっていた。持参したニコンの一眼を取り出し迷うことなくシ
ャッターを切り続けた（セブ島初朝からいい絵が撮れたと思わずニンマリ）。初め
てのセブ島への旅は私に多くの初体験と感動をくれた。その中で、今回ふたつ紹
介させていただく。ひとつはカオハガン島、ナルスアン島でのシュノーケリング。
空と海はどこまでも蒼く澄み、その中で鮮やかな色の小さな魚たちが私たちを友
人のごとく迎えてくれた。その中に入り私自身も魚になった気がした。「この自然
はこのまま残してほしい」と思わずにはいられなかったのも事実。それからバディ
アンゴルフリゾートでのゴルフ。生を受けて６０年、今までゴルフの「ゴ」の字も知
らなかったが、今回、初めて体験。スコアはともかく、実に楽しいのであった。今ま
でゴルフをやる余裕（金銭的、時間的）がなかったが、「これからは時間的な部分
だけは解消される」からと妙に前向きになった自分がおかしかった。今回、還暦
のご褒美としてのセブ島旅行、実に楽しいものでした。グループのメンバーも最
高で、その後、そのメンバーで「一泊思い出会」を開いたことを見てもそれが想像で
きるものと思う。この旅で親交を深めさせていただいた旅友の皆様、サポートして
いただいたワールドビッグフォー、ならびに現地スタッフの皆様に改めて感謝いた
します。

バディアンゴルフリゾートにて、皆さんプロでした！ 今回、
初めてのゴルフ体験。スコアはともかく、実に楽しいのであった

カオハガン島では同郷の方とお逢いし大変驚きました！ ７日間
お世話になったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました

ワールドビッグフォーとご縁が
できて初めてのセブ旅行。日程
など全然分からないままの参加
でした。古稀になった自分への
ご褒美旅行でした。コーラルポ
イントリゾ ートに 着 い た そ の
夜、全身オイルマッサージ、気
持ち良かった～！次の日は町に
出てショッピング、ネイルアー
トと皆それぞれに楽しんだ。私
はこんな時ぞとエキゾチックな
カラー に 仕 上 げてもらいご 満
悦。明日はこのネイルアートと
お揃いの水着をつけて、ビーチ
サンダルを履き、海に川に繰り
出すぞと心はウキウキです。その翌日はカワサン滝で筏に乗って滝に打た
れる。私は水の冷たさに耐えられないと思い、やらないつもりだったが、皆
に勧められてやって良かった。全身の邪気が払われた気がして体が軽くな
った。そしてジンベエザメとのご対面、餌につられて目の前に２匹も３匹
も寄ってくる。本当に大人しくて可愛い。こんなに間近に見たのは初めて
だ。夜のオカマショー、こんなにも美しい男性がいるのかと只々感動。それ
からパラセーリングも初体験、見晴らし最高！！鳥になった気分で身を任せ
た。ただ写真がないのが残念。パンダノン島でのＢＢＱ、スタッフさんが
揃えて下さった食材はとても美味しかった。フルーツ三昧も満喫しました。
ジャックフルーツは初トライ、種までゆでてもらい食した。豆の様な食感で
面白い味だった。さよならパーティーでの生バンド演奏、お料理、ダンス、バ
ースデーケーキと沢山の感動をいただいて来ました。ガイドさん、運転手
さん、メイドさん本当にありがとうございました。

温かく迎えてくれたセブ島

パーティーでは皆さんニコニコ楽しいね！ 還暦のご褒美としてのセブ
島旅行、初めてのセブ島への旅は私に多くの初体験と感動をくれた

古稀になった自分へのご褒美旅行！ カワサン滝では筏に乗って滝に
打たれ、ジンベエザメとのご対面、パラセーリングも初体験、最高でした

セブ島での感動の旅 自分へのご褒美となったセブ島旅行

涙と笑いのセブ島
寒い季節に常夏の島を訪れてみた
いとの思いでセブに飛び立ちまし
た。あいにく今迄に経験した事の
ない涼しさと、どんよりした曇り空
で、明日は島に行けるのだろうかと
心配しつつ朝を迎える。コーラルポ
イントリゾートA棟４階のベランダ
から眺める海は強風と高い白波で
ガッカリ。毎年１月第３日曜日に開
催されるセブ島最大のお祭り“シヌ
ログ祭り”で町中大賑わい。よくもこ
んなに人が集まってくるものだと、
フィリピン国民の信仰心とパワー
を感じました。人と車の往来の激し
い中をドライバーのナルドさんの
巧みな運転さばきですり抜け、バ
ディアンゴルフリゾートへと向かい
ました。マンゴを思いっきり食べた

いと途中のフルーツスタンドに立ち寄り、１kg７０ペソのマンゴをたくさん買い
求めました。カワサン滝ではとても寒く、イカダ乗りは私達だけ。それでも思い切
って小さい滝に打たれました。帰り道は滝シャワー効果で体も温かくなり、可愛ら
しく咲く花とマイナスイオンいっぱいの中を癒されながら帰りました。夕食後の
一時は、ギターと歌と踊りで盛り上がり最高の夜でした。前回感動した“アナック”
を２回もリクエストし、何度聞いても涙の出るほどの感動です。ナルドさんは歌よ
りダンスが得意とみえ、その上手さと言ったらビックリ！私もつられて真似してみ
たけど阿波踊りになってしまい自分で大笑い、涙あり笑いありの一夜でした。ゴ
ルフはお義兄さんやキャディーさんに教えていただき、１８ホールを楽しく廻り
ました。カオハガン島ではオーナーの崎山さんのロッジに案内していただき、そ
こに２週間滞在している方にお逢いし、私の同郷であると知り話が弾み、この広
い地球で・・・セブの出来事に大変驚きました。７日間お世話になったスタッフの
皆さん、ことにレイテ島出身のメイドさん、悲しみにもめげず一生懸命にお世話
して下さって本当にありがとうございました。

パンダノン島でのＢＢＱは美味しく、フルーツ三昧も満喫しまし
た！ さよならパーティーでは沢山の感動をいただいて来ました

去年の３月退職を機にセブ島
５泊６日の旅行をしました。と
ても楽しく初めての経験、体験
ばかりで、あっという間の旅行
でした。来年もまた来ると妻と
約束をし、今年３月に約束どお
りセブ島に来ることができまし
た。空港に着いた時から１年前
の記憶が蘇りました。迎えの車
でコーラルポイントリゾートに着いたときは、我が家に帰ってきたような
気分になり、幸せを感じました。今回もたくさん楽しい思い出を作りました
が、特に感動したことがありました。それは、ジンベエザメと泳いだことで
す。餌付けしているポイントまで舟で行き、海中のジンベエザメを間近に見
て、その大きさに驚き、隣で泳いでいる自分に感動しました。他にもシーカ
ヤックで妻と二人で海をのんびりと散歩？したり、満喫した８泊９日のセ
ブ島旅行でした。来年も絶対帰ってくるとセブ島の海に誓い、機上の人と
なりました。ありがとうセブ島、ありがとうスタッフの皆さん。

ありがとうセブ島、来年も絶対帰ってきます！ シーカヤックで妻と二人
で海をのんびりと散歩？したり、満喫した８泊９日のセブ島旅行でした

涙と笑いのセブ島！ カワサン滝で滝に打たれ、バディアンゴルフリゾートで
はゴルフを堪能、“アナック” は何度聞いても涙の出るほどの感動でした

温かく迎えてくれたセブ島、今回もたくさん楽しい思い出を作
りました！ 特に感動したことはジンベエザメと泳いだことです

出発日３月１４日（８泊９日）
会員歴１年７ヵ月　小林さん

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴１年６ヵ月　伊藤さん

出発日３月７日（５泊６日）
会員歴１年１ヵ月　杉林さん

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴６年３ヵ月　三室さん
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雪が有る寒い信州を発ち、総勢１
９名で成田からセブ・マクタン
空港に着き、温床の中に入った
様でした。そのうちに体もセブの
気候にすぐに慣れました。ガイド
のリサさんを始め、他ドライバー
さん 達 に 案 内されてコーラル
ポイントリゾートに着き、大勢
のメイドさん達に迎えられて各
部屋に落ち着きました。２日目
は、各目的に分かれての行動に
なり、５名でゴルフに決めて、
山の上にある起 伏 に 富 んで い
るコース「アルタビスタ・ゴルフ

クラブ」で、一人一人にカートとキャディーが付いて行った。長野の地元に
有る、晴ヶ峰カントリー倶楽部とよく似ているコースだった。３日目は市内
観光と買物、展望台と回り、夜はお別れパーティーを大勢のスタッフに盛
大にして頂き楽しい一時でした。特にドライバー、ベルナルドの芸達者に
は、毎日驚くばかりです。ワールドビッグフォーのスタッフの皆さん本当に
ありがとうございました。４日目は前回と違う新しい島へ渡りバーベキュ
ーを楽しみ、夜は日本料理店「神楽」で食事を楽しく過ごしました。５日
目はもう帰る日です。あっと言う間の５日間だった。成田に着いたら雨
が降っていた、バスに乗り替え、家に近づくと今度は雪景色に変わってい
て驚く、又寒さで毎日が大変です。第三のマクタン大橋を造る話は４年前
に聞いていましたが、その話が進んでいる様で近い内に工事が着工する
のではないかと期待している所です。

ゴルフの後の疲れも船上での潮風に癒されます！ 前回と違う新
しい島へ渡りバーベキューを堪能、あっと言う間の５日間だった

可愛い魚さん達の姿を皆さんにお見せしたいと思います！ この
上なく幸せな時を過ごすことができました。是非また行きたいです

「 嬉しくて 寝られ な かっ た！」
と初 めての 友 人を含 め ８ 名で
の 楽しいセブ旅行が始まりまし
た。最近セブは曇りの日が多いと
ガイドのリサさん。案の定、小さ
な台風通過でコーラルポイント
リゾートの最初の夜は大変でし
た。朝、雲の隙間から信じられな
い 朝日に 旅 の 安 全 を 祈りまし
た。まず市内観光、カルボンマ
ーケット（市場）、サンペドロ要
塞、道教寺院、ここでは参拝者
に交じり私達も中国式参拝を真
似て来ました。ＪＷＢホテルで
は日本人スタッフの永岡さんの
説明を受け案内して頂きました。５年前の娘の結婚式がついこの前の様
に思い出され、お世話になった佐藤さん、本当に懐かしいです。オイルマ
ッサージを「一力茶屋マッサージ・トントン」で体験し、片言の英語？セブ
語？で少し通じたのが嬉しかった。一生懸命働いて家族を養っている彼
女、旦那様は仕事がなく自分は大変です・・・と。日本人大好き、日本の歌も
好きと言って「あなたに逢いたくて♪」を一緒に口ずさみました。何と言う
優しさ・純粋な人達だろう。今の時期、マンゴの収穫が少なく、ドライマン
ゴを買う数が限られてしまいました。パラセーリング、ナルスアンでのシュノ
ーケリングでは、とても楽しく熱帯魚と戯れました。初めて行った「M r . A」こ
こはセブ市内のネオンが一望出来、夜景を見ながらの食事は最高でした。
今回、レイテ島出身の被災したメイドさん達に物資を届けました。悲しみ
を乗り越え、笑顔で一生懸命尽くして下さり本当に感謝です。妹を亡くした
彼女を抱きしめ「マニンカモット！（頑張って）」と。

祝６０日記念 ～エンジョイ・リゾートライフ～のはずが・・・

メイドさん達の作ってくれる何時もおいしい朝食をありがとう！ お別れ
パーティーでは、大勢のスタッフに盛大にして頂き楽しい一時でした

ナルスアンでのシュノーケリングでは、とても楽しく熱帯魚と戯
れました！ マニンカモット！笑顔のメイドさん達、本当に感謝です

マニンカモット！メイドさん達 ５回目のセブ

初めてのセブ（セブの海に魅せられて）
夜明け前に雪深い自宅を出発
し、夕方には常夏の夢の島へ到
着。フィリピン料理の夕食をとっ
た後、コーラルポイントリゾート
へ！そして生まれて初めてオイ
ルマッサージを体験。格安で至
福の時間を満喫しました。二日
目は、シュノーケリングを体験！
透明度の高い海の中には、きれ
い な 魚 や ヒトデ などが いっぱ
い。レオ・レオニの絵本に出てく
るような虹色の魚もあちこちで
見られ、まるでおとぎの国に迷
い込んで、魚の国をのぞき見て

いる様な不思議な気持ちになり、波に身をまかせて、あきることなく海の
中をのぞいていました。三日目は、市内観光とショッピング！先輩方の豪快
な買いっぷりに度肝を抜かれながらも、旅先ならではの買い物を楽しむこ
とができました。最終日の前日はB B Q・・・とその前にまたシュノーケリン
グ。魚達はなんて気持ち良さそうに海の中を泳ぐのでしょう。見ているだ
けで心がなごみます。遊びすぎて、B B Qは冷めてしまったけれど、美味し
かったです。好天に恵まれ、笑顔の素敵な多勢のメイドさん方の心づくし
のもてなしを受け、南国気分満点のブーゲンビリア等の美しい花々と、青
い海に囲まれた豪華な宿泊施設コーラルポイントリゾートで、この上なく
幸せな時を過ごすことができました。ワールドビッグフォーの関係者の皆
さん、本当にありがとうございました。是非また行きたいです。

初めての友人を含め８名での楽しいセブ旅行！ 市内観光や島巡り、
マッサージ等を満喫、「Mr.A」で夜景を見ながらの食事は最高でした

トラベルシンドロームの妻は、４
０ヵ国近く旅行しているという
の に 、欲張りで、まだ渡航国を増
やしたくて、“たまには違う国へ行
こう～ ”と、のたまう。俺は “セブ
以外は行きたくない！！” 良かっ
た 。却 下 され ず に 意 見 が 通っ
た！と言う訳で、自分では２，３
回 目と思ってい た の に ５回目
のセブの旅へ G O。記念すべ き
６０日になります。やっぱりセ
ブはいい。きらめく海を眺めなが
ら、朝からカ・ン・パ・イ。そしてま
たベッドに潜り込んでウトロウ
トロ。昼前にはランチに外に出
てブラブラ、そしてディナーを食べてくるか。テイクアウトしてコーラルポ
イントリゾートで過ごす。大勢で賑やかに過ごすのもOK。こうして夫婦二人
水入らずでもO K。日本にいる時は、冬は鼻水たらしながら、忙しい思いを
し、夏は汗たらしての農作業、秋には腕が痛くなる程の植木とのご対面、つ
かの間の休日です。こうして２週間近くも、エアコンの効いた部屋でまった
りとしていると、“まあ、俺って本当は大富豪かもしれない ”とまでは思えな
いにしても、ワールドビッグフォーとの出会いに感謝感謝です。“ありがと
う”と。前半は、こんな文章を考えていたのに、後半６日目夜あたりから、
とんでもない事態に・・・。カゼをひいてダウン。今更旅行前から調子悪か
ったなんて言えないよ。次回は、しっかり体調整えてから、おじゃまさせて
頂きます。

ワールドビッグフォーとの出会いに感謝感謝です。“ありがとう”！
次回は、しっかり体調整えてから、おじゃまさせて頂きます

本当にありがとうございました！ 総勢１９人の団体であったにもかかわらず、
現地スタッフの皆さんは、私達の様々な要望に応えて下さいました

祝６０日記念、５回目のセブの旅へGO！ きらめく海を
眺めながら、朝からカ・ン・パ・イ、やっぱりセブはいい

出発日２月１日（１２泊１３日）
会員歴５年６ヵ月　甲田さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴９年８ヵ月　伊藤さん

出発日１月３０日（５泊６日）
会員歴１１年６ヵ月　小林さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴３年３ヵ月　飯塚さん
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不安不安の初めての海外旅行。
でも、事前説明の話を聞いて、
何 回 も繰り返 す 荷 造りでした
が、不安の中にもワクワクドキ
ドキの旅行一週間前でした。大
雪注意報の中で心配したことが
嘘みたいな素晴らしいフライト
で定刻出発、雲の上は青空、雲
海の上をゆっくり飛行機は滑る
ように進み、セブ・マクタン上空
近くは、茜色の夕焼け一色でし
た。多くの乗合バス、バイク、車

が狭い道でも所狭しと競争するように走るのを見ると、現地の運転技術は
すごい！コーラルポイントリゾートは、パンフレットの写真と同じリビングル
ーム（８０畳）にびっくり！６０畳の寝室に思わず大富豪になったような
錯覚に陥るほどでした。でも一番は、その日に飲んだ夕食時のマンゴジ
ュース。毎朝海の上から朝日が昇るのを眺め（新潟では沈む夕日のみ）船
が行き交い、ヤシの木、赤や紫、黄色、白の花の咲く木々の中を散歩する時
は心まで豊かになりました。また目の前の海水プールで泳いだ時は人魚の
様。エステ・島巡り・シーウォーカー・アメージングショー・ショッピングと４
泊５日は、あっ！！と言う間の充実した日々でした。ガイドさん・メイドさ
ん・運転手さん・スタッフの方々本当にありがとうございました。また行き
たい。

初めての海外旅行、コーラルポイントリゾートからの朝日に感動！ リビン
グルーム、寝室に思わず大富豪になったような錯覚に陥るほどでした

最高のお持て成しで、多くの体験をさせて頂きました！ 気候は暖かく、
食事も毎日美味しく頂きました。初体験づくしの旅に感激です

２度目のセブ、不安がありながらも
２組夫婦４人でセブ・マクタン空港
に着く。迎えのガイドさんを見つけ
ると「セブに来た！」と実感する。３
年前のセブの様子と今はどうなん
だろうと期待する。道路は少し良く
なったが、家並み、人は相変わらず
と思いながらコーラルポイントリ
ゾートへ到着。メイドさんのお迎え
で一気に不安解消される。見慣れ
たアイリーンさんが「おかえり～！」
との言葉に「あ・り・が・と・う！」。明
日から観光だ！ガイドのめちゃめち
ゃ明るいリサ「どこか行きたい所あ
りますか？」に即答、「ボホール島へ！」、「地震で駄目です。明日年一回の“シヌログフ
ィエスタ”と呼ばれる祭りで観光地、商店も休みです。２日間最大のイベントで
賑やかです」。次の日やっぱり賑やかなセブ市内、人、人、車、車と圧倒される。
ＳＭセブシティーでショッピング、ボディーマッサージを行ったり・・・。興味深い私
がどことなく外を眺めていると、鶏をあちらこちらで飼っている。質問すると闘鶏す
るとの事、見物するがリアルだった。射撃場では的に・・・苦戦するがまずまず。ジ
ンベエザメウォッチングでは、ライフジャケットを装着し、男性軍が潜る光景を見
て大笑い！一年分位大笑いしました。市場を回るが相変わらず凄い。NALUSUAN
でバーベキュー！青い海で小魚と遊ぶ、少し張り切りすぎ、海の中へ転び落ち携帯
ＴＥＬを壊す。でもでも本当に楽しい日々が過ごせた事、皆々様に感謝、感謝で
一杯です。身も心も癒され心に残る旅でした。また明日から次のセブ旅行を目標
に３度目に挑戦します。

豪華なビラで夢のような優雅な毎日！

４泊５日は、あっ！！ と言う間の充実した日 ！々 エステ・島巡り・シー
ウォーカー・アメージングショー・ショッピング・プールでは人魚の様でした

次のセブ旅行を目標に３度目に挑戦します！ ショッピングやマッサージ、
闘鶏見物に射撃、ジンベエザメウォッチングでは一年分位大笑いしました

感動ありがとう 初めての海外旅行

初めて夫婦での海外旅行始末記・CEBU
今まで私と妻は、それぞれ何回
かの海外旅行をしていますが、
夫 婦 一 緒 の 旅 行 は 初 めてでし
た。友人の K・I 御夫妻のお誘い
のお陰で、今回の二夫婦でのセ
ブ旅行が実現しました。２月１
４日夕刻、セブ・マクタン 空 港
に降り立ちました。まず驚かさ
れ た の が 気 候 の 暖 かさでした
（自宅を出発する時は、雪でし
た）。ロビー出口で素敵なガイ
ドのシャローン様が出迎えて下
さいました。コーラルポイントリ
ゾートへの途中、夕食との事で
したが、疲れもあり直行する事と

なりました。メイド長と二人のメイド様が出迎えて下さり、ソーメンを作
って下さいました。その美味しかったこと。２日目は、天候の良い内に
と、島でのバーベキュー。白い砂浜ときれいな海を眺めながら堪能しまし
た。その後、射撃場ターゲットゼロでの射撃です。３日目は、シーウォーカ
ーを楽しみ、カジノを見学しました。２日間とも初体験で感激です。４日
目は、御夫人はエステ、殿方はマッサージです。後のデパート見学とニュー
ハーフショーも楽しく過ごしました。最終日前日のディナーは、セブ最高のホテ
ル「マルコポーロホテル」でのバイキングで、美味しい数々の料理を頂き、ア
ルコールも進みました。滞在中作って下さいましたメイド様の朝食も、毎
日美味しく、感謝・感謝です。兎に角、今回のセブ旅行は、最高のお持て
成しで、多くの体験をさせて頂きました。行方会長様始め、遠藤様、スタッ
フの皆様に感謝いたし、厚くお礼申し上げます。又、セブ旅行をしたいで
す。

身も心も癒され心に残る旅でした！ NALUSUANでバーベキュー、
本当に楽しい日々が過ごせた事、皆々様に感謝、感謝で一杯です

ガイドのミキさんに案内され、コ
ーラルポイントリゾート・スペシ
ャルビラのお部屋に足を踏み入
れた瞬間、豪華で広々としたビラ
のリビングに圧巻☆ “わー、ホテ
ルのロビーみたい！”と思わず歓
声をあげてしまったほど。翌日お
部屋のカーテンを開けると、目の
前に広がる景色にまたまた感激
☆きれいな芝生のお庭に、青い
空、紺碧の海！緑、ブルー、水色の
コントラストが美しく、まるで絵
葉書のような景色が広がってい
ました。プールはいつも貸切状
態で、プライベートプールのような贅沢空間。テラスからの朝日の眺めも素
晴らしく、鳥のさえずりをＢＧＭに美しい朝焼け空を眺めていると、心が洗わ
れるようでした。
ガイドのミキさんやメイドさんたちは、いつも子供たちに、“しゅんや！” “ゆう
や！”と声をかけては、抱っこしたり手をつないだり、一緒に折り紙やパズルを
して遊んでくれたりと親切で、子供たちも大喜び。メイドさんの作るフィリピ
ン料理も口に合って美味しかったし、どんなリクエストにも“ＯＫ！”“ダイジョー
ブ！”と明るく対応して下さり、至れり尽くせりの毎日でした。観光などは殆ど
せず、ビラのプールで泳いだり、お庭や海辺を散歩したり・・・。正に別荘で
生活するかのごとくただただ毎日を子供たちとのんびり過ごし、身も心もす
っかり癒された至福の８日間でした。どんな高級ホテルにも勝る素晴らしい
リゾートにめぐり会え、紹介して下さった叔母や母には本当に感謝です。また
帰りたいセブ！！

豪華なビラで夢のような優雅な毎日！ また帰りたいセブ！！ リビングに圧巻
☆目の前に広がる景色にまたまた感激☆プールはいつも貸切状態でした

初めて夫婦での海外旅行！ 島巡りやマリンスポーツ、射撃
にカジノ等を満喫、ニューハーフショーも楽しく過ごしました

身も心もすっかり癒された至福の８日間、子供たちも大喜び！ どんな
リクエストにも明るく対応して下さり、至れり尽くせりの毎日でした。

出発日２月１８日（７泊８日）
会員歴２年１０ヵ月　平井さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　板倉さん

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴３年１１ヵ月　鎌田さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　杉田さん


