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ごあいさつ
人生を楽しむことへの幸福感、セブ島は笑顔溢れる常夏の楽園。

素晴らしい自然環境と共に、人々の暮らしも豊かになりつつあるフィリピンは

今後、アジア圏で経済の発展を担う存在にあります。華やかなセブ島の街並みは

元気な若者達で溢れ、その原動力は爽やかに彩る大自然の宝庫そのままに、地球に優しい

環境開発事業の拡大へと推進しております。またサービス精神が豊富な国民性は、日本との

友好関係にも恵まれ、私達の癒し安らぐ充実した旅行プランも心より提供、元気を誘い健康を

育むセブ島の環境づくりは、これからの私達の人生を益々楽しませてくれることでしょう。

もっと気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！笑顔溢れるアットホームな持て成しと

日本では味わう事のできないリゾートライフ、極上なる体験の数々を存分にご満喫下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、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＞
近年、語学留学地としても注目を集め、南国を代表するリゾートとして新たな観光施設が続 と々誕生する魅力満載
のセブ島！ワールドビッグフォーでは、専属通訳（インタプリター）が会員の皆様をご案内致します。滞在中のプラン
等もご提案致しますので、ノープランのお客様でも安心してお楽しみ頂けます。是非皆様も、ワールドビッグフォー究
極のリゾートで思い出に残る旅をお楽しみ下さい。尚、当社提携旅行会社による４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

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：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

（注）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。
①上記料金は平成28年2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成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
④関西国際空港（大阪）からは、（15:40分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑤中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（15:40分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑥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

０３／０１～０３／３１ ￥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）

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～

会     報
平成28年3月号

セブ最高の眺望がやすらぎの時を奏でる 究極のリゾート
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少し肌寒い日本を出発。マクタン・セ

ブ空港についた時の気温は３０℃

と、少しムーンとした暑さ。３年前に

行った時とは違い空港内がとてもき

れいに整備されていてびっくりしまし

た。ガイドのシャローンさんとドライ

バーのアーネルさんに笑顔で迎えら

れコーラルポイントリゾートへ。２日

目の午前中は、コバルトブルーの海

やブーゲンビリア、大好きな花（プル

メリア）を見ながらメイドさん達と散

歩。午後はショッピングと全身エステ、足裏マッサージを満喫。とても気持ち良く日頃の

生活から離れ、疲れを癒すことが出来ました。３日目、ボホール島のロボク川の船上で

ギター演奏と生歌を聞き、ランチバイキングをしながら川を下るクルージング。２００

段以上の階段を登ったチョコレートヒルの頂上から見える山々の眺めは最高でした。

世界最小のメガネザルのターシャは夜行性で木の葉の陰で睡眠中。目を開けた顔が

見られずちょっと残念でした。ドリアンやマンゴスチンなど珍しいフルーツも美味しく

頂きました。パンダノン島でのバーベキュー、さよならパーティー、オカマショーと大変

盛り上がりあっという間の５日間とても楽しい時間を過ごす事が出来ました。お世話

になった方々ありがとうございました。

少し肌寒い日本を出発！ コバルトブルーの海やブーゲンビリア、
大好きな花（プルメリア）を見ながらメイドさん達と散歩しました

パラセーリングで大空に！ 遠くコーラルポイントリゾートの建物
や建設中の高層マンション、ホテル等が一望出来て感激♪

４泊５日で友人３人と家族３人でセ

ブ島へ行って来ました。心を弾ませ

ながら成田空港を出発し、４時間２

０分でマクタン・セブ空港に到着。ガ

イドさん、ドライバーさんに出迎えて

頂きコーラルポイントリゾートへと向

かいました。沢山のメイドさんに出

迎えられ、とても美味しいマンゴージ

ュースを頂きました。２日目の朝、目

が覚めベランダに出て見ると、海が

エメラルドグリーンで太陽の輝きに

圧倒されました。朝食も健康食そのものでメイドさんには感謝です。ショッピングやマ

ッサージに行きました。日本とは違った景色が印象的でした。３日目はボホール島への

島巡りをしました。歌を聞きながら食べるお昼は心地良く、途中現地の人々と会う事が

出来ました。楽器の演奏なども体験出来て「私もまだまだリズム感が鈍ってない！」なん

て思いながら楽しく出来て貴重な経験をしました。４日目は船で島へ行きＢＢＱでし

た。その前に綺麗な海へ入りました。何十年ぶりに入る海は楽しくて時間を忘れてしま

う程です。マイナスイオンも沢山浴びて若返ってしまう気持ちになりました。本当にセ

ブ島は良い所です。皆さんの支えがあってあっと言う間の５日間でした。本当に感謝、

感謝です！有難うございました。

初めてのセブ島

ショッピングと全身エステ、足裏マッサージを満喫！ とても気持
ち良く日頃の生活から離れ、疲れを癒すことが出来ました♪

本当にセブ島は良い所です♪綺麗な海のマイナスイ
オンも沢山浴びて若返ってしまう気持ちになりました！ 

初めての海外旅行 二度目のセブ

健康の有り難さに感謝し、セブ島へ
１０月３１日、３名はセブ島２回目の

体験者、残りの３名が初めてで計６名

で群馬を出発、セブ島へ！５日間天候

にも恵まれ、パラセーリングで大空に

舞い、遠くにコーラルポイントリゾート

の建物や建設中の高層マンション、ホ

テル等が一望出来て感激。下の海を見

るとさざ波で目が回るので遠くを眺め

ながら束の間の時を過ごす。道中の民

家やお店はまだまだ貧困生活の姿が

ありありと見える。子供達の姿は大勢

見受けられ発展途上である事が伺える。１１月１日、２日目はお盆との事でお墓参りの家

族を大勢見た。学校も会社も休みとの事で道路はかなり混雑、ガイドさんも２日、時間に

間に合わず、１時間遅れ。ボホール島では前の地震の影響で文化遺産の教会も足場を組

んであるものの、作業員もまったく見受けられませんでした、チョコレートヒルの長い階

段ではガイドさんが一番まいった様子。でも頂上からはチョコレートヒルのハゲ山がいく

つも重なりすばらしい光景でした。ターシャは夜行性なので、動く姿はまったく見られま

せんでしたが、百聞は一見にしかず。今回の滞在もいろいろと観光を楽しみ帰国しました

が、コーラルポイントリゾートから見る朝日や夕日の美しかった事が記憶に蘇ります。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。

リズムに乗って楽器の演奏なども体験！ ボホール島での歌
を聞きながら食べるお昼は心地良く、貴重な経験をしました

４泊５日でセブ島へ行って来ました。

フィリピン、セブ島は初めて訪れる国

だったので楽しみでした。マクタン・セ

ブ空港に到着するとガイドさん、ドラ

イバーさんに出迎えて頂き、コーラル

ポイントリゾートへと向かいました。大

富豪の別荘という事もあり、部屋の広

さや敷地の広さに驚きました。メイド

さん達も優しく迎えてくれました。２日

目は、マクタン公園やアヤラショッピン

グセンターで買い物を楽しみました。

公園での買い物は、現地の人と色々お話が出来たので楽しかったです。帰りにマッサージ

に寄ったのですが、安くて上手で毎日行きたいくらい虜になりました。３日目はボホール

島への島巡り。色々な観光スポットへガイドさんが案内してくれボホール島を満喫しまし

た。船上ランチも美味しかったです。４日目は船で島へ行きバーベキューでした。海の綺

麗さは凄かったです。これぞセブって感じで海を思う存分楽しみました。夜は、ワールドビ

ッグフォーからパーティーを開いて下さり、飲んで踊って楽しいひと時を過ごしました。本

当に５日間あっという間に過ぎてしまいました。家族３人での初めての海外でしたが、皆

さんの協力があって最高の思い出を作る事が出来ました。有難うございました。

船で島へ行きバーベキュー♪これぞセブって感じで海
を思う存分楽しみました！海の綺麗さは凄かったです！

セブ島満喫！ 健康の有り難さに感謝！ ５日間天候にも恵
まれ、今回の滞在もいろいろと観光を楽しみ帰国しました！

初めてのセブ島！ ガイドさんが案内してくれボホール島を満喫！
皆さんの協力があって最高の思い出を作る事が出来ました

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　藤沼さん

出発日１０月３１日（４泊５日）
会員歴４年５ヵ月　高橋さん

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴1年３ヵ月　諏訪さん

出発日１０月３１日（４泊５日）
会員歴３年５ヵ月　鳥羽さん
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手のひらに乗るほど小さな猿って本
当？ターシャに逢いたい！と期待に胸
ふくらませ見学しました。「いたいた
…」どの子も木の又部分で枝につかま
り眠っていました。夜行性の為昼間は
寝ている事が多いとの事でしたが、
「目を開けてかわいい顔を見せて！！」
と見つめる私達に案内人がカメラに
撮ってくれました。本当に手の平に乗
るほど小さくてとても可愛かったです。
チョコレートヒルは毎日降るスコール
の為か見事にグリーンヒルに変わっ
ていました。どうしてこんな山が出来
るの？と不思議な素晴らしい光景でし

た。ただ、ボホール島へのフェリーは異常に冷房をきかせ乗客は寒くてふるえているのに
それでも冷房の調整をしないのが不思議でした。水族館でしか見た事がないジンベエザ
メも間近で見たいナ！と、餌付けの時間が早い事もありバディアンゴルフリゾートに一泊、
早朝に出掛けましたが、既に観光客でいっぱいでした。前の方が着たズブ濡れの救命胴
衣を着け、私達はボートの上から見学しました。八メートルもあるジンベエザメが目の前
を優雅に泳ぎ、大きな口でエサを食べる様はとても見応えがありました。青い海に浮かぶ
何艘ものボートとその間を何匹ものサメがゆったりと泳ぎ、いくら見ていても飽きる事が
なくとても感動しました。南国では一年中いつでもあると思っていたマンゴーが季節は
ずれで少なかった事が楽しみにしていた分、ちょっと残念でした。カモテスリゾートへもこ
の時期は海が荒れ、やめた方が良いとの事でしたので、また次回楽しみとして残す事に
しました。赤羽さん、池上さんにはいろいろご迷惑も掛けましたが、六泊七日の旅もあっ
という間に過ぎ、もっと滞在したい思いで帰国しました。ありがとうございました。

水族館でしか見た事がないジンベエザメも間近で見物！
大きな口でエサを食べる様はとても見応えがありました！！

ジンベエザメの餌付け場では大きなジンベエザメに大興奮！
餌と海水を一緒に飲み込む姿に一時我を忘れました！

あれから７年、ご紹介下さった高橋さ
んとご一緒した時とは違って、現在の
セブは凄い発展！セブ市内の車の多い
こと、びっくりポンでした！２回目と言
っても今回は初観光ばかり、１７日は
バディアンゴルフリゾート、カワサン
滝。１８日はパンダノン島。珊瑚礁の
浅瀬に様々な色のヒトデ、大小のウ
ニ、小魚たちが“ピューンスイスイ”何
年振りでしょうか？浜辺遊び♪それか
らマンゴー工場、ストーンマッサージ。
温かくて体が喜んでいました！市場に
てドリアン・マンゴスチンなどを購入。１９日、パラセーリング体験。心配性の主人は少し
尻込み、私と姉は初の空中散歩。それはそれは開放感と雄大さ、ささやかな人間のありさ
まの１コマ。一瞬お尻を海面に！これまた鳥の水平飛行、ワクワクドキドキがJOYとHAPPY
に♡その後市内観光、ラプラプ像はゴールドに、公園もとてもきれいになっていて、セブ
の発展を感じました。今回の通訳のリサさんには大変お世話になり、いつでも「はい！」「は
い！」と、こちらの要望を聞いて下さり、私のアバウトな予定を次々に実行し、楽しく充実し
た旅をさせて頂きました。ドライバーのフランシスさん、とても腕の良い運転、スレスレを
通り抜けるバイクにも右左折のタイミングの良さに驚嘆！お別れパーティーではメイドさ
ん達が水を得た魚の様にピチピチのダンス♪主人の満面の笑み！一時の若返り？本当に
本当に楽しい時間をありがとうございました。

「思えば叶う２人旅」

「ターシャ＆ジンベエザメに逢いたい」と期待に胸ふくらませ見学！
六泊七日の旅もあっという間、もっと滞在したかったです♪

あれから７年！ セブ市内は車も多く凄い発展、びっくりポンで
した！ ラプラプ像はゴールドに、公園もとてもきれいでした♪

２回目のセブ島旅行 ターシャ＆ジンベエザメに逢いたい！

大きなジンベエザメに大興奮！
今回のセブ旅行は6泊7日といままで
にない長い滞在でした。行く前はこん
なに何日もどう過ごしたらいいのか不
安でした（実は以前に観光には回って
いるので）。ところがどうして、今終って
みれば、あっという間でした。友人から
は「同じ所に何回も行くのね？」と不思
議がられています。一度でもワールド
ビッグフォーの旅行で現地に行ったこ
とのある人は、そんなことは絶対に言
わないと思います。今回の私の目的
は、ジンベエザメを見る事でした。次
の日、まずカオハガン島まで船で行き
バーベキュー！これは初めてでした。次
の日、ボホール島へは初めての方がい

たので行きました。チョコレートヒルを見る為に展望台に登りました。ところが、前回見た
展望台は地震で壊れ、悲しい姿になってしまいました。ちょっと心が痛みました。そして、
ジンベエザメを見る為バディアンゴルフリゾートに向かい、着いた日にはゴルフをプレ
ー、海の見える屋外で夕食を頂きました。バディアンゴルフリゾートもとても賑やかになっ
ていました。次の日、いよいよ楽しみにしていたジンベエザメの餌付け場まで行きまし
た。よく慣れていて、餌付けをする船にしっかりとついて餌と海水を一緒に飲み込んでい
ました。一時我を忘れ歓呼の声を上げていた様な気がします。もう一度行きたいと思って
います。その日の夕食はコーラルポイントリゾートで、持って行った米や、ソウメンで、また
足りない物はメイドさんに買物にいって頂き楽しい食事となりました。その後ゲームなど
をして楽しいひと時を過ごしました。何回行っても楽しいセブ旅行でした。スタッフの皆さ
ん、一緒に行って下さった皆さんありがとうございました。

パンダノン島でバーベキューランチ！ 珊瑚礁の浅瀬で小魚
たちが“ピューンスイスイ”何年振りでしょうか？ 浜辺遊び♪

今年２月にセブ島へグループで旅行

し、その感動がさめやらぬ１０月「家

事や仕事から解放され優雅な旅がし

たい！」と相談し２回目のセブ旅行を

計画し、１２月上旬初冬の新潟から常

夏の島へ。スーパーババアになりきっ

て一週間のデラックス旅行を満喫しま

した。先ずはバディアンゴルフリゾート

でゴルフをプレー。キャディーさんや

ホテルスタッフは良心的で超楽しかっ

た。コースは空いているし、広大だし、

安価だし…。スコアは内緒。２つ目の目的は現地でのヘアーカットとネイル。好奇心を満

たしてくれたので、スナップ写真をご覧あれ！別の日にはカモテスリゾートへ。私たち２人

の為にスタッフ９人が同行し、プールサイドでのんびりランチ。大好きな海老やマンゴー

を食し、これまた大満足です。いずれの日も好天に恵まれ、特に船上では青い空と海に感

動！潮風を浴びながら過ごす時間は至福のひと時で詩人になれたらと思いました。人生急

ぐべからず。予定のスケジュールは全てクリアし、手作り感のある旅でした。ただ一つ残念

だったのは美味しいラプラプの魚の骨が喉に刺さり現地の病院を受診したことです。幸い

ガイドのミキさんが適切な対応をして下さり安心して帰国しました。これも思い出のひと

つになりました。

カモテスリゾートのプールサイドでのんびりランチ♪
大好きな海老やマンゴーを食し、これまた大満足です！！

今回のセブ旅行は6泊7日！ いままでにない長い滞在！！
ところがどうして、今終ってみれば、あっという間でした！

「思えば叶う２人旅」一週間のデラックス旅行！ 家事や仕事から
解放され潮風を浴びながら過ごす時間は至福のひと時でした♪

出発日１２月５日（７泊８日）
会員歴１年　五十嵐さん

出発日１１月４日（６泊７日）
会員歴３年８ヵ月　浦野さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴９年９ヵ月　依田さん

出発日１１月４日（６泊７日）
会員歴９年４ヵ月　赤羽さん
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１０月１９日、私たち７人は「わくわ
く」しながらマクタン・セブ空港に降
りました。空港には、ガイドさんとド
ライバーさんが迎えに来て下さって
いて嬉しくてホッとしました。マクタ
ン島の屋台が並ぶ賑やかな町を抜
けるとリゾートらしい静かな空間が
私たちを迎えてくれました。コーラル
ポイントリゾートに着くと、これから
５泊６日の楽しい旅をサポートして
下さる若くて優しい５人のメイドさ
んとマンゴージュースが私たちの到
着を待っていました。今まで飲んだ
ことの無い濃厚で新鮮な美味しいジ

ュースは、毎朝味わう事が出来ました。プールでは３０年振りに水着を着て子供の様
に遊びました。セブの中心地では、フィリピン最古の都市という歴史を感じさせられ
る建物の中に、新しい建物が次々と造られていて、活気ある町を見る事が出来まし
た。夜は波の音を聞きながら…南国を思わせる鳥のさえずりが、右から左から聞こえ
てくる中で入るお風呂は最高に癒されました。残念ながら天候のせいでマリンスポ
ーツが出来ませんでしたが、ホテルとは違う豪華な部屋とスタッフのサービスが今
まで経験した事の無い素晴らしいものでしたから、十分堪能出来ました。今回初めて
の視察を兼ねたセブ旅行は、非常に満足度の高いものでした。次回は更に新しい仲
間と一緒にマリンスポーツをしよう！と既に心は今度の春に飛んでいます。ワールド
ビッグフォーのスタッフの皆様、本当にありがとうございました。

メイドさんが作る濃厚で新鮮な美味しいマンゴージュースを堪能！
プールでは３０年振りに水着を着て子供の様に遊びました！

誕生日のメンバーのバースデーパーティー！ 生演奏や
ダンス、食べきれない程の料理でとても賑やかな夜でした♪

パンフレットを広げて楽しみにして

いたセブ旅行がいよいよ現実のも

のとなりました。到着したコーラル

ポイントリゾートは、写真で見てい

た通りの場所で、広々としてゆっくり

と過ごせました。セブといえば、マリ

ンスポーツです。パラセーリングで

空からとてもキレイな海を眺めた

り、海の中を歩くシーウォーカーで魚

たちにエサをあげて触れ合ったりし

ました。パラセーリングは本当に気

持ちよく、もっと高く上がってもいいと思った程でした。珊瑚礁の海は最高でした。シ

ュノーケリングやゴーグルをして海の中を覗き、珊瑚礁の中から姿を現す色とりどり

の熱帯魚を見たのも、とても楽しかったです。きれいな海の世界を満喫できました。

他にも普段できないことを体験させて貰いました。ネイルサロンとアロマオイルのエ

ステに連れて行ってもらったのです。爪をきれいにしてもらい、知らないうちに２時間

も経つ程、気持ちよくマッサージをして貰いました。このセブ旅行は、思っていた以上

に素晴しく身も心もリフレッシュできました。機会があったらまた訪れてみたいです。

沢山のお世話になった方々、連れて行ってくれた父母に感謝します。楽しい思い出を

ありがとうございました。

楽しかった４泊５日

初めてのセブ島！ ホテルとは違う豪華な部屋とスタッフの
サービス！ 今まで経験した事の無い素晴らしいものでした！

空からとてもキレイな海を眺められるパラセーリングは本当
に気持ちよく、もっと高く上がってもいいと思った程でした♪

楽しい思い出 初めてのセブ島

初めてのセブ旅行
１歳２ヵ月の息子を連れて、母と祖母と
母の友人とのセブ旅行に同行しまし
た。息子は初めての飛行機、初めての海
外旅行。ドキドキしながらセブに降り立
ち、迎えて下さったのはガイドのミキさ
んでした。慣れない海外でしたが、直ぐ
に安心出来ました。早速飛行機内に帽
子を忘れてしまった事に気付きました
が、ミキさんが対応して下さり、取りに
行く事が出来ました。コーラルポイント
リゾートに着くと、メイドさん達が笑顔
で出迎えて下さり、早速優雅な気分を
味わう事が出来ました。お部屋はどこも

広 と々していてゴージャス！！階によっては水回りに多少の不具合もありましたが、日本では
味わえないとても贅沢な空間に感動しました。朝食は毎日メイドさんが作って下さり、マン
ゴーやパイナップルなどのフレッシュジュースは息子も大好きでガブガブ飲んでいました。
台風の影響で海には出られませんでしたが、コーラルポイントリゾート内のプールを貸し切
り状態で堪能出来ました。海を目の前に見る事の出来るプールもあったので、セブ島のキレ
イな海に入っている気分になれました。最終日前日はパーティーの予定でしたが、３日目が
誕生日だったメンバーの為に予定を変更してバースデーパーティーを開いて下さいまし
た。生演奏やダンス、食べきれない程の料理でとても賑やかな夜でした。今回の旅行でも十
二分に楽しむ事ができましたが、マリンスポーツが出来なかった事が、心残りなので、また
次回の旅行を楽しみにしたいと思います。

パンフレットを広げて楽しみにしていたセブ旅行！ 身も心もリフレッシュ♪
珊瑚礁の海は最高でした！連れて行ってくれた父母に感謝します。

今回の旅行では、いとこや、祖父、祖
母、家族一緒の初の海外旅行。７月
２７日飛行機から降りると、まったく
知らない言葉が飛び交う場所に着き
ました。コーラルポイントリゾートに
着くとA棟６階から見える景色！夜で
したが、どこまでも続く海がとても印
象的でした。７月２８日、朝起きてベ
ランダに出ると水平線に広がるオレ
ンジ色の光！そして夜には分からな
かった青く広がる海はとてもキレイ
でした。朝食には、バナナ、パイナップ
ルが出てきて、バナナは日本で食べ
るものより味が濃くてとてもおいしかったです。この日はマリンスポーツをやりました。
シーカヤック、シーウォーカー、バナナボート、パラセーリングと多くの種目を体験させ
てもらい海の楽しさを感じた一日でした。７月２９日、この日は朝から雨や雷で心配で
したが、日中は晴れ、近くにある島まで行き、シュノーケリングをやり、多くの魚を見る事
ができました。ショッピングモールには多くのお店があり、どれが良いかまようほど多く
の品物があり、時間が経つのを忘れてしまうほど楽しかったです。この日の夜はいつも
より豪華な料理で“子豚がまるごと一匹”！！ステージでは生バンドの人達が歌を歌いそ
れにあわせ踊るメイドさんとドライバーさん。最後にはみんなで踊り楽しい夜をすごし
ました。今回の旅行は時間の流れがゆっくりとしていて夢のような楽しい時間を過ごす
事ができました。

いとこや、祖母、祖父、家族一緒の初の海外旅行！ 海やショッピング
を満喫、最後にはみんなで踊り、夢のような楽しい時間でした♪

日本では味わえないとても贅沢な空間に感動！ １歳２ヵ月の
息子を連れて、慣れない海外でしたが、安心して楽しめました！

楽しかった４泊５日！ シーカヤック、シーウォーカー、バナナボート、
パラセーリングと多くの種目を体験！ 海の楽しさを感じました！

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　中村さん

出発日１０月１９日（５泊６日）
会員歴１年３ヵ月　原田さん

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　中村さん

出発日１０月１９日（５泊６日）
会員歴１年３ヵ月　島貫さん
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初めてフィリピン・セブ島へ、母と伯母

と三人で旅行へ行って来ました。天候

にも恵まれ、程好い暑さで過ごし易か

ったです。私はマリンスポーツを楽しみ

にしていたので、初のシーウォーカー

やパラセーリングを楽しむ事が出来ま

した。また、他の日にはパンダノン島

へ。島へ向かう途中に船を止めてもら

いシュノーケリングをして沢山の魚を

見つけました。島でも懲りずに海に潜

ると魚やヒトデ、ウニなどを探しまし

た。この島から見た景色は青色の海が何色にも見えた綺麗な所で感動をしたのを今でも思

い出します。他にも観光や買い物、食事、マッサージと色々な体験が出来て心身共にリフレ

ッシュ出来ました。それから、私の大好物のマンゴー。木になっているマンゴーを見たのは

初めてで驚きました。メイドさんがジュースにしてくれたり、毎朝朝食に出てきて嬉しかった

です。１１月にマンゴーが食べられるなんて…。美味しい！旅を終えて写真を見ながら思い

出すセブ島での出来事。「また行きたい！」という気持ちになりました。滞在中は、運転手のナ

ルドさんやガイドのミキさん、メイドさん達が親切にお世話をして頂き感謝しています。ほ

んとうにありがとうございます。

セブ島、最高！！ マリンスポーツでは、初のシーウォーカーやパラセ
ーリングに挑戦！シュノーケリングをして沢山の魚を見つけました！

コーラルポイントリゾートでの～んびり♪単行本を読みながら
ウトウトすると、何とも言えない幸せモードに！ 魔法ですね♪

初めてのセブ島旅行でした。ワール

ドビッグフォーの仲間、ファミリー６

人プラス赤ちゃん１人で賑やかな旅

でした。実は出発の５日前に足首を

骨折してしまい、行く事を諦めてい

た所、「大丈夫！車イスがあるから行

きましょう！」と言われ、行く事が出来

ました。台風の影響で島へ行ったり

は出来ませんでしたが、市内観光やフィリピン料理、フルーツを沢山食べて毎日楽し

く過ごせました。今回の旅行中に私の誕生日だったので、バースデーパーティーをみ

なさんからして頂いて、村松理事からは子豚の丸焼きをプレゼント！バースデーケー

キとHappy Birthday Songを歌ってもらい感激と感謝で胸がいっぱいになった一夜

でした。どこに行くにも車イスを押してもらい、肩を貸してもらい、セブのスタッフの皆

さんや旅行を共にしたメンバーの優しさをいっぱい頂けた旅行でした。皆さんありが

とうございます。

ほっこり、まぁ～るいチョコレートヒル

毎日観光や買い物、食事、マッサージと色々体験！ 心身
共にリフレッシュ出来ました！ 本当にありがとうございます！

初めてのセブ島旅行！ 急遽足の怪我で車イスで移動も、優し
さをいっぱい頂けた旅行でした。皆さんありがとうございます！

セブ島でHappy Birthday セブ島最高！！

魔法にかかるセブ！
初めてセブを訪れる３名の方を含め８

名での旅行となりました。気温７度の日

本を出発しました。到着して空港ロビー

を出るとフィリピンの民族衣装を纏っ

た歓迎の踊りを見せて頂き気分は一気

に南国モードに包まれました。二日目

から若者で溢れた活気ある市内観光、

ホテルでのランチバイキング、初めての

全身エステ。満月と星が煌めく街の夜景

で気分はセレブモードに上昇しました。

翌日は真っ青に晴れ渡った空とコバル

トブルーの海、白い珊瑚礁の砂浜のパンダノン島に感動モードも高まる一方でした。四日目

は他の皆さんがマリンスポーツに出かけるのを見送ってからコーラルポイントリゾートで

の～んびり過ごす事にしました。これこそが今まで体験したかった一番の「至福のひととき」

でした。心地良い潮風に吹かれソファーに横たわって海を眺め、持参した単行本を読みな

がらウトウトすると、何とも言えない幸せモードにどっぷり浸かりました。日頃の日常生活が

消え、魔法にかかるセブでの４泊５日は今の私にとって唯一の楽しみでありリフレッシュの

場となっています。無事に帰国した今、同行して下さった皆さん、ガイドさん、ドライバーさ

ん、メイドさん達に感謝モードいっぱいです。ありがとうございました。

セブ島でHappy Birthday！ 村松理事からは子豚の丸焼きを
プレゼント！ 感激と感謝で胸がいっぱいになった一夜でした

１１月の連休を利用し、初めてのセブ
島へ！長年秘境一人旅を続けてきた私
は、リゾートとは無縁。しかも今回はグ
ループで。違った意味でわくわく♡し
かし、のっけからパプニング！ひと足早
く向かった私はフィリピンのＡＰＥＣ
サミットにぶつかり予定していた飛行
機は飛ばず、厳戒態勢のマニラでカプ
セルホテルを探し、そこで６時間程滞
在。これがなんと快適♪飲み物はフリ
ー、おまけにマッサージまで呼んです
っかりリフレッシュしてマニラを夜中
１１時のフライトでセブ島へ。２日目に友人達と合流して早速セブ島から船で２時間程
のボホール島へ。目的のチョコレートヒルに向かう途中で見た風景は奈良の飛鳥のよう
な田園風景が広がり懐かしさを覚えた。又あちこちに見られるカトリックの教会も印象的
だった。南米と同じでスペインはフィリピンを植民地化するのに武力だけでなく宗教も利
用した時代であったようだ。そうこうしているうちに漸くおっぱいのような形をした可愛い
名前の山々が見えてきた！１２００以上にものぼるという山の数は圧巻！展望台に登ると
３６０度の景観が開け、見渡す限り形の良いおっぱい（笑）が柔和な丘に連なっている。
地質学的にはサンゴ礁によって出来た石灰岩の隆起や侵食によって形成されたとのこ
と。貝がらが見られたのは、やはり昔は海だったのね～。沢山のおっぱい山達は、しばし私
を古に誘ってくれました。楽しいボホール島でした！！

ボホール島では、おっぱいのような形をした可愛い名前の山々
が見えてきた！ １２００以上にものぼるという山の数は圧巻！

セブ市内観光、ランチバイキング、初めての全身エステも満喫！
夜は満月と星が煌めく街の夜景で気分はセレブモードに上昇♪♪

初のリゾート！初めてのセブ島へ！ 長年秘境一人旅を続けて
きた私も今回はグループで。違った意味でわくわくでした♡

出発日１１月２０日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　中島さん

出発日１１月２０日（４泊５日）
会員歴１年　飯野さん

出発日１０月１９日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　広嶋さん

出発日１１月２５日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　中野さん
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３０年ぶりの海外旅行！初めてのセ

ブ！ドキドキしながら成田を出発しま

した。セブに着くとフィリピンの踊りで

賑やかに迎えてくれました。空港の外

に出てまずびっくりしたのは乗り合い

タクシーの多さ、カラフルさ、ギューギ

ューの人でした。何処に行っても人が

多く、車もいっぱいです。私たちの滞在

中は天候にも恵まれ、海が美しく、花

がきれいでした。特に夜、満月が海を

照らし神秘的です。しばらく見入って

いましたよ。市内観光、ショッピング、エステにオカマショー、そしてパラセーリングにシー

ウォーカーと盛りだくさんにいっぱい楽しみました。特にパンダノン島の白い砂浜と青い

海、ポスターになりそうな美しい場所で海と戯れたことはいい思い出になりました。最後

の夜のさよならパーティーでは生バンドと歌を楽しんだりメイドさん達と一緒に踊ったり

し、御馳走を食べながらの楽しいひと時でした。セブに滞在中、私たちのわがままを聞い

てくれたガイドのシャローンさん、運転手さん、メイドさん達、嫌な顔をせずいつも笑顔

で接してくれてありがとう!お陰で楽しく過ごす事が出来ました。帰国して間もないのに

「この次行く時は○○行きたい！もう一度行きたい！」と思いを巡らせています。私をこの

旅行に誘ってくれた友に感謝します。

パンダノン島の白い砂浜と青い海！ ポスターになりそうな
美しい場所で海と戯れたことはいい思い出になりました！

ジンベエザメウォッチングや小さな島でのバーベキューを堪能！
夕日がきれいな海上レストランもロケーションがいいですね！

１１月２５日から５日間、３回目のセ

ブに行って来ました。前回から一年振

りですが、セブ市内の発展に驚きまし

た。それと信号も増えて、渋滞も凄かっ

たです。マクタン島の道路も整備され

て気持ちよく車に乗っていられまし

た。今回は女性７人と私。皆エステを

するというので私は全身エステではな

く、足だけをして貰いました。終わった

後はとても気持ちが良かったです。前

回来た時にパラセーリングをやるつも

りだったのが急に天候が悪くなって中止になり体験出来ませんでした。今回は必ずやると

決めて来ました。私達の順番になり妻と一緒に体験しましたが、下を見るとやはり怖かっ

たです。それと少し風が強くなり、煽られてそれも怖さを増しました。３日間の観光は、あっ

と言う間に終わってしまいました。ドライバーのフランシスさんは１回目に行った時と同

じ方で、運転も上手でサービスも満点の人です。さよならパーティーでは、生バンドが来て

くれて、歌のリクエストにも対応して頂きとても感激しました。それに私達までダンスに誘

われ、見よう見まねで汗をかきながら楽しませて貰いました。現地スタッフの皆さん、ワー

ルドビッグフォーに感謝、感激です。ありがとうございました。

初めてのセブ旅行

３０年ぶりの海外旅行♪ワクワク ドキドキ セブ！ 滞在中
は天候にも恵まれ、盛りだくさんにいっぱい楽しみました！

やって来ましたセブ島へ！ きれいな海と真っ
青な空、この喜びをまた味わいたいです！

すばらしき、セブの旅 ワクワク ドキドキ セブ！

バディアンで楽しきゴルフ！！
４泊５日の気ままな旅。気の合う仲間

とゴルフに！バディアンゴルフリゾート

では、どこまでも広～い地平線を眺め

ながら、緑と花に囲まれ楽しくプレー

をして来ました。キャディーさん達も明

るく、暑さも忘れ、気兼ねなくプレーが

出来て最高でした。フェアウェイのヤ

ギさんはご愛嬌ですね（笑）２日目は

カワサン滝に打たれに……。ゴルフの

後のウォーターマッサージがとても気

持ち良かったですね。その後はジンベ

エザメウォッチングに。なんと目の前にあんぐり口を開けたサメがいるではないですか！！

非常に大人しい性格（多分…）で、ツーショットは叶いませんでしたが、間近に見られ感激

しました。最後は青く澄んだ海が眩しい小さな島でのバーベキュー。パソコンのスクリー

ンセーバー用にと沢山写真に収めました。夕日がきれいな海上レストランもロケーション

がいいですね。ホテルとは違い、リゾートならではの気楽な旅、ストレスもなく息抜きでき

るのがいいです。気楽と言っても豪華気分は満喫出来ますし、完熟マンゴーは最高に美

味しく、魅力満載です。寒い日本を離れ、南国ムード満開で爽快な日々でした。今度は仲間

を増やし、４人でゴルフをしたいと思っております。その節はまたお世話になりますが、よ

ろしくお願いします。

パラセーリングに挑戦！ 上空に上がる前の怖さを
知らない笑顔♪何でもやってみなけりゃ分からない！

５月に入会しました。その時に妹か

らセブ島のことをいろいろ聞かされ

ていましたので、本当に楽しみにして

いました。今回宿岩さんからお誘い

いただきセブ島行きが実現しまし

た。マクタン・セブ空港に到着すると

熱気と暑さなのか、さっそく現地の若

い男女が民族衣装で歓迎の踊りを披

露してくれました。コーラルポイント

リゾートに到着し、おいしいマンゴー

ジュースをいただきました。初めての

本場１００％マンゴージュースは旅の疲れを癒してくれました。２日目はマンゴー工

場で買い物とセブ島観光で、街の中を車で案内して貰いました。その後はマリンスポー

ツ・島へ渡りバーベキュー・ショッピング・エステ等、楽しい日々はあっと言う間に過ぎて

しまいました。今回の旅で感じたことは、交通渋滞や人の多さ、犬や鶏の放し飼いなど

びっくりすることも多く、活気に満ちたフィリピンのたくましさを感じた旅でした。毎日

洗濯をしてくださったメイドさんはじめスタッフの皆さん、ガイドさん、ドライバーさん

本当にありがとうございました。そしてワールドビッグフォーの会社の皆さんに、こんな

ステキな旅を提供して頂き、心より感謝いたします。

マリンスポーツ・島へ渡りバーベキュー・ショッピング・エステ等、楽
しい日々はあっと言う間！ステキな旅を提供して頂き、心より感謝♪

バディアンで楽しきゴルフ！！ どこまでも広～い地平線を眺め
ながら、緑と花に囲まれ楽しくプレーが出来て最高でした♪

初めてのセブ旅行！おいしいマンゴージュースに感激！ 本場
の１００％マンゴージュースは旅の疲れを癒してくれました！

出発日１１月２５日（５泊６日）
会員歴９ヵ月　木内さん

出発日１１月２５日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　浅見さん

出発日１１月２５日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　互井さん

出発日１１月２7日（４泊５日）
会員歴１２年８ヵ月　小島さん


