
抜群の透明度を誇るセブの秘境「カモテスリゾート」

＜編集後記＞
キラキラと輝く太陽、穏やかな海、陽気な南国のリズムに溶け込む子供たちのはじける笑顔。セブの魅力を語れ
ば尽きる事はありませんが、いちばんのキーワードは「おもてなし」。家族や仲間が楽しみながら自然に与え合う
「ホスピタリティー」はゲストをおもてなしする環境づくりにも無くてはならない元気の源です。思いっきり羽を伸
ばして「ワールドビッグフォー究極のリゾート」で思い出に残る素敵な旅をご体験下さい！楽しいご旅行の計画の
為にも、ご予約は出発日より４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。詳細等は、
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

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4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

０５／０１～０９／３０￥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5月号

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治

ごあいさつ

世界でも有数の自然環境を誇るセブ島は、私達の心と身体のオアシス。

大自然の恩恵は豊かな心を育み、感動なる景観は掛け替えのない健康づくりと若返り

そして健康管理としても大変役立ちます。また家族や仲間との充実した日々に笑顔も溢れ

アットホームで最良なる環境は、皆様を元気に満たされた至福の世界へと誘うことでしょう。

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！国内旅行では味わうことの出来ない

南国リゾートの醍醐味、温暖で快適なセブ島は、お客様のご旅行日程を選ばず１年を通して

最高の南国情緒を楽しめます。是非皆様も素晴らしき上質の自然環境をご満喫下さい。

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。
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こちらは冬、向こうは真夏！季節が全く

違うセブ体験に！ワクワクドキドキで

日本を離れ、セブ島の夜景も機内上空

から眺める事が出来ました。きれいに

光り輝く明かりが、「ようこそセブ島へ」

と言っているような。「どんな島なのだ

ろう？」と私は好奇心で胸がいっぱい

になりました。メイドさん、ガイドさ

ん、運転手さんにはとても良くして貰

い、特にガイドのリサさんには１歳と１０ヵ月の孫の子守までして頂き、みんなでセブの

旅行を満喫出来ました。ジンベエザメとのご対面は、口が大きくてびっくり！パラセーリン

グは不安と怖さがありましたが、空へと上がっていくと、高い所から見下ろせる景色に感

動！シーウォーカーは餌を撒くと直ぐに魚達が寄ってくるのが可愛かったです。最終夜の

パーティーではメイドさん達と踊ったり、孫達も一緒になりみんなで踊って、特に一番下

の子の踊りが一番うけていました（笑）。１週間、天候にも恵まれ、最高のセブ島旅行でし

た。本当にありがとうございました。

パーティーでは、孫達も一緒になりみんなで踊って、
特に一番下の子の踊りが一番うけていました（笑）

セブ最大のお祭り、めったにお目にかかれ
ないのが間近で見る事が出来、大感激！

３月１６日７時に家を出発し、１４時

３５分成田空港を離陸。１９時にマク

タン・セブ空港に降り立ちました。初め

てのセブ島旅行です。仕事を休み、忙

しない日本を飛び出し、名前だけしか

知らなかったセブ島へ！まさか行ける

とは思っていなかった７日間たっぷり

楽しめた旅行でした。コーラルポイン

トリゾートの施設の素晴らしさとスタ

ッフ皆様の気遣いは心地良く、初めて

セブ島を訪れた私達を癒していただ

きました。朝のマンゴージュースやパイナップルジュース、メイドさんが用意して下さる美

味しい朝食や統括の小山さんに連れて行っていただいた昼食、夕食も美味しく堪能。そし

て初めてのエステ体験やカワサンの滝観光、ボホール島のターシャやチョコレートヒルズ

の景色もとても新鮮でした。パラセーリングで空中散歩をしたり、バディアンゴルフリゾー

トでの宿泊後はジンベエザメウォッチング！飛魚の飛んで泳ぐ姿やイルカウォッチングも

出来ました。またカモテスリゾートではソリソリフェスティバルの賑わい等々．．．本当に楽

しい７日間でした。メイドさん達、ガイドさん、ドライバーさん、今回、一緒に旅行をして下

さった皆様には大変お世話になりました。本当に有り難うございました。またいつかセブ

島に行けることを楽しみにして居ります。

セブ島初上陸

１週間、天候にも恵まれ、最高のセブ島
旅行でした。本当にありがとうございました！

初めてのセブ島旅行！ 癒しと感動を
体験して本当に楽しい７日間でした♪

初めてのセブ旅行 孫達と初めての海外旅行はセブ島

セブに行ける幸せ
寒い信州を出発し、新メンバーさん含

め５人での旅になりました。マクタン・

セブ空港に着く頃には既に日も落ちて

いました。途中フィリピン料理で舌鼓、

その後コーラルポイントリゾートへ、そ

していつものマンゴージュースで乾杯

（幸せ）。明日からの予定を確認。今回は

パンダノン島でバーベキュー、その後カ

オハガン島にも行ってみました。日本の

方が島民にパッチワークを教えたと聞

きました。現在島の人達はそのパッチ

ワークで生計が成り立っているとの事。水道もなく雨水を大瓶に貯めて生活しているとの事

でした。私達には不便でも、島民の方からしてみればごく普通の事。島民の生活を垣間見る

事ができました。また、今回は村松理事から教えて頂いたセブ島最大のお祭りが開催される

との事で楽しみに当日を迎えました。セブ最大のお祭りその名も（シヌログフェスティバル）

は、めったにお目にかかれないものが間近で見る事が出来ました。またセブ市内熱気ムン

ムンの中、ピットセニョールのドラムにあわせての大パレードを見る事が出来、大感激！！良

い思い出になりました。人、人、人、どこから集まってきたの？（笑）素敵な仲間に恵まれて最

高の旅になりました。全スタッフの皆様、お陰様です。ありがとうございました。

忙しない日本を飛び出し、名前
だけしか知らなかったセブ島へ！

毎年セブに行っている家族からはセ

ブの話しは聞いていたものの、いつも

お土産話の中の想像のセブでした。で

も今回、初めて自分の目で見てセブ島

のワールドビッグフォーリゾートを体

験して来ました。私の子供達も連れて

６人の女旅です。子供達も楽しめる

様、プールに海水浴、パラセーリング

にシーウォーカー、ジンベエザメとカ

ワサン滝、アクティビティー豊富な旅

になりました。でも、子供達にとって、流石にカワサン滝だけは楽しかった経験とはならな

かった様で、ある意味、心と体の修行となりました。最後の夜に用意してくれたパーティー

では、メイドさん達にダンスを教えてもらい、とても楽しんでいました。その中でも気に入

った曲があり、何回も何回も一緒に踊ってくれて、みんなで汗だくで楽しめました。ガイド

のリサさんには三女の面倒を良く見て貰って本当に助かりました。コーラルポイントリゾ

ートのメイドさん達やドライバーさん達には子供達と仲良くしてもらって本当に嬉しかっ

たです。私たちにとって、何時までも心に残しておきたいとってもステキな思い出になりま

した。ありがとうございました。三女がもう少し大きくなったらまた行きたいです。

何時までも心に残しておきたいとってもステキな思い出
になりました。三女がもう少し大きくなったらまた来たい♪

新メンバーさん含め、５人での旅になりました。
今回も仲間に恵まれて最高の旅になりました♪

子供達も連れて６人の女旅！ ガイドのリサさんに
は三女の面倒を見て貰って本当に助かりました！

出発日１月３日（６泊７日）
会員歴９年７ヵ月　小林さん

出発日１月３日（６泊７日）
会員歴９年７ヵ月　小林さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年５ヵ月　依田さん

出発日１月１４日（４泊５日）
会員歴１７年８ヵ月　宿岩さん
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高齢者の私は、体調の事も考えるとセ

ブへ行けるのか自信がありませんでし

たが、「セブでシャローンが待っている

よ！」との佐藤さんからのお言葉を頂

戴し、行く決心をしました。マクタン・

セブ空港では、ガイドのシャローンさ

んが笑顔で待っていてくれました。セ

ブは前回来た時より道路が整備され

舗装になっておりましたが、相変わら

ず車の数は多く、信号もほとんどない

のでドライバーの運転の上手さには

驚き感心しました。船で往復４時間で行ったボホール島では珍しいターシャやチョコレ

ートヒルも見てきました。チョコレートヒルでは石の階段を真っ先に上り、皆に驚かれま

した。その夜は足がむくんでしまいましたが、バディアンゴルフリゾートのプールで泳い

だり、気候も暖かったので悪化せずに済みました。最終日前夜のパーティーではメイドさ

んと踊ったり、村松理事さんからのサプライズプレゼントの「豚の丸焼き」にはびっくり致

しました。大雪の日本とセブでは温度も気候も１８０度違い、私はまるで浦島太郎にな

った気分になり、５泊６日を過ごすことが出来ました。セブのマンゴージュース、とても美

味しかったです。ご一行の皆様いろいろとお世話になりました。そして、素晴らしい旅を提

供してくれたワールドビッグフォー様、ありがとうございました。

村松理事さんからのサプライズプレゼント
「豚の丸焼き」にはびっくり致しました！

腰は？？ 大丈夫！ 大丈夫！ カワイイ子に誘われると
弱いんだよなぁ～妻に見守られながらのダンス♪

初めてセブ島に行ったのは１１年前
でした。その後、何度もセブ島に行き
たいと思いましたがタイミングが合わ
ず、月日が流れていきました。やっと待
ちに待った日が訪れ、飛行機に乗り込
み、午後７時にマクタン空港へ到着。
そこで待っていてくれたのは１１年前
に通訳の担当をしてくださったリサさ
んでした。懐かしいのと嬉しいので思
わず抱き合ってしまいました。お迎え
の車に乗り込みフィリピン料理のお店
へ直行。テラスのあるお店で南国の暖
かさを楽しみながら夕食。食後コーラルポイントリゾートへ、前回着いた時、道はデコボコ
でしたが、きれいに舗装されて快適でした。コーラルポイントリゾートの厳重な門をくぐり
ビラの前に到着。そこには沢山の可愛いメイドさん達が笑顔で出迎えてくれました。その
中には前回来た時は新人だったアイリーンさんの姿が！今はメイド長。なんだかとても嬉
しくなりました。天候にも恵まれ念願のカモテス島へ、もう一組の会員の方達とも同行さ
せていただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。イルカの群れにも遭遇、ジャ
ンプしたり回転したりしていました。バディアンゴルフリゾート、他にもＪＷＢホテルの見
学、ショッピング、パーティー、アッという間。いつも早朝から夜遅くまで明るく優しく接して
下さるメイドの皆様、的確な判断でプランを組み立てて下さるガイドのリサさん、安全に
気を遣い、いつも優しいドライバーのフランシスさん、会社スタッフの皆様、本当にありが
とうございました。家族や友達とまた来ます。

心あたたまるセブの旅

体調の事も考えるとセブへ行けるのか自信がありません
でしたが、佐藤さんからのお言葉で、行く決心をしました！！

申年の私はターシャのモノマネ。まだ実
物のターシャは見たこと無いですけど♪

１１年ぶりのセブ 思い出のセブ島

夢がかなう
夜のマクタン・セブ空港へ着いた時、と

うとう来てしまったと思った。丁度１年

前、腰の手術をしました。病室の窓か

ら青い空を眺め、「元気になったら旅

をしたいなぁ」と考えていた…。そして

この度セブ島へのさそいがあり実現し

ました。コーラルポイントリゾートの窓

からの広い海を見て、「ああ、来てよか

った」と思いました。海に潜って魚を見

たり、カモテス島行きの船の上からト

ビウオやイルカが見れて、私達の目を楽しませてくれました。ボホール島では、船上での

バイキング！現地の子供達が歓迎のダンスを踊ってくれ、仲間にも誘われつい一緒に踊っ

てしまった♪人と車の多いのには驚き、珍しい車にも乗せて貰いました。おいしいマンゴ

ージュースを毎日頂き、１年前はまさかこんな日が来るとは夢にも思いませんでしたがし

みじみ幸せを感じ、最後のパーティーは盛大に踊ったり歌ったりで腰が痛まないか心配

だったが、楽しさで無事でした。スタッフの皆様方には本当に親切に面倒を見て頂き感謝

致します。次の夢を見て、又行きたいです。

バディアンゴルフリゾートの白い砂浜で
綺麗な夕日をみながら書いてみました！

国交６０周年の記念すべき年に、寒
い信州からセブへの６人の旅は始ま
った。私は２回目だった。出迎えて下
さったガイドのシャローンさんの熱い
ハグ。事務局の親切な旅行マニュアル
でウキウキ。メイドさん達も前回とか
わらぬもてなしに、心のふるさとに帰
った思いにさせていただけたので不
思議だ。統括の佐藤さんのマネージと
心遣い、気配りに感心しながら、さらに
心地良い旅であった。一番印象に残っ
た所はボホール島であった。ロボク川
の川下り、船上レストランを堪能して現地の民族芸能に触れ、そしてまか不思議な山、チョ
コレートヒルズ。三角の山が１２００以上も連なり、数百年前に海底より隆起したとのこ
と。おとぎの国に参った錯覚に陥った。その後、奥地に入りターシャ（眼鏡猿）に会えた事。
本当にかわいくて、思わず息を止め見守った。是非今後も保護活動に力を入れていただ
きたく思った。旅中、名ドライバーのベルナルドさんに関心し、旅も終わりに近づいた。ワ
ールドビッグフォー主催の最後のパーティーでは、村松理事様からのお心遣いの豚の丸
焼き。大変美味しくごちそうさまでした。メイドさん達のダンス、生バンドの皆様、総勢２
４名で楽しませて下さった。夢のようなあっという間の５泊６日であった。ワールドビッグ
フォーに出会えた事。生きる励みになり、関係者の皆様に心より感謝致します。

ワールドビッグフォーに出会え
た事。生きる励みになりました！

カモテス島、昼食の時間までドライブ。
小さな子供達が笑顔で手を振ってくれました！

ロボク川の川下り、船上レストランを
堪能して現地の民族芸能に触れました！

出発日１月１７日（５泊６日）
会員歴３年１０ヵ月　佐口さん

出発日１月１７日（５泊６日）
会員歴２年７ヵ月　柳澤さん

出発日２月５日（６泊７日）
会員歴１３年　森田さん

出発日２月４日（６泊７日）
会員歴２年３ヵ月　小玉さん
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昨年３月に行かせてもらい、また行か
せてもらう事が出来て感動しています。
コバルトブルーの海と戯れる事が最高
に幸福。今回は、ばっちり運動靴を持っ
て行ったので、泳ぐにも、遊ぶにも足は
安全で、観光をいろいろ楽しむ事がで
きて幸福でした。今回は引き潮のタイ
ミングだったのか、パンダノン島も島の
周りにサンゴや石が出ていて、ウニの
殻の棘が足に刺さり大変な人もいまし
た。３人で手を繋いで飛び上がったり、
海中でマラソンをしたり子供に返った
気分で楽しみました。今回はパラセー
リングをしたいと思い申し込みました。

船から一気に大空に向かうのは怖いかなと思っていましたが、怖さなんか微塵も無く、一気
に船から１５０メートルの高さまで上がり大空を舞う鳥の気分は、なんと素晴らしい眺め
でしょう。この広い海の上を飛べた事は私の今までの人生で無かった事。一気に上がるとま
た降りて海に降ろしてくれてまた舞い上がる。海の広さを海の上から見れたのは最高の感
動でした。1月17日はセブの1年に一度のお祭りで、様々な島からの催し物が出てカーニバ
ルをやると言うので見物に行きましたが、人の波で入る隙間も無く、わずかに人と人の影か
ら見ているとお面を付けたり、俳優らしき人が投げキッスをしたりの色々な催し物があるが
見えないので帰って来て皆でお面を買い、夕食はマルコポーロホテルへ。そしてホテルの
ロビーでお面をつけて写真を撮る。高級ホテルのバイキングはとてもおいしく、皆、赤ワイ
ンで最後の晩餐に乾杯しました。ガイドさん、メイドさん、宿岩さんありがとうございました。

今回は、ばっちり運動靴を持参。泳ぐにも、遊ぶに
も足は安全、観光をいろいろ楽しむ事が出来ました！

楽しいCEBU！ 大好きなショッピング・、ランチ
クルーズ・バーベキュー・夜景等、満喫しました！

２月４日妹夫婦と友達４人、５時間程
でマクタン・セブ国際空港へ。ガイドの
ミキさん、ドライバーさんに迎えに来
てもらい宿泊施設宿に、又メイドさん
３人にも迎えて頂きホッとしました。
２日目はショッピング！いっぱい買い
物して宿へ。３日目はカモテス島へ、
３時間の船旅でしたが、東京の会社の
ご夫婦と一緒になりあっという間にカ
モテス島へ。昼食までしばらく島内を
車で散策、そしてカモテスリゾートの
抜群の景観でお昼を頂きました。４日
目はセブ本土に戻りシーウォーカーを体験。海へ潜ると魚がいっぱい！とてもキレイでし
た。パラセーリングは鳥になった気分！空に舞い上がり、８４才にして見ればちょっと怖か
ったけど凄いね！５日目、船で島巡り、フィリピンで１０番目に大きな島ボホール島へ。世
界で一番小さい猿を見る。又、ロボク川の船の上で踊りなどを見ながらのバイキング！とて
もおいしい珍しいものばかり、毎日毎日が夢の様で、家に帰るのが嫌になる楽しさ！夜は
遅いのでコーラルポイントリゾートで夕食。６日目はもうちょっとショッピングに行き早め
に帰る。夜はお別れパーティーで楽しい時間♪お世話になった皆さんと踊ったり、写真を
撮ったり、ガイドのミキさん、ドライバーさん、メイドさん、あっという間の７日間でした。
別れる時「また来るからネ」と抱き合ってお別れしました。お世話になったみなさんありが
とうございました。２月１０日夜に帰国し、南国から寒い北国へ、雪が２０ｃｍもある所
へ帰りました。

不安が期待に変わった一人旅

昨年の３月に来ましたが、また来れて感動しています！
セブの1年に一度のお祭りも体験出来ました！！

毎日毎日が夢の様で、家に帰るのが
嫌になる楽しさ！ また来るからネ♪

あっという間のセブ７日間 鳥になった気分のパラセーリング

楽しいCEBU
３回目のセブ旅行、５人で行ってきま

した。今回も前回同様、予定には無か

ったのですが、友達が会員になり、会

報誌を見て「是非、一緒に行きたいわ

～。ねぇ一緒に行こう！！」と誘われ、二

つ返事で同行することになりました。し

かし、友達は旅行の日が近づくにつ

れ、「体力的に無理ではないか、何か

あったら皆に迷惑をかけてしまう」と

思いが先立ち、キャンセルまで考えら

れていました。それでも気持ちを切り替えて旅行に行く事になり、皆揃ってレッツGO！！１

月３１日、雪国を脱出し、４時間程でセブ・マクタン国際空港へ。よ～し４泊５日楽しむぞ

と言う気持ちにさせられました！旅行中、２日間天候に恵まれませんでしたが、大好きな

ショッピング・ランチクルーズ・バーベキュー・夜景等、満喫しました。ボホール島は２年前

の地震で復興に向けて改善されている様子で、島も以前に比べかなり変わっていました。

２番目に古い教会を見学したかったのですが、時間の都合で見ることができませんでし

た。次回楽しみにしています。スタッフの皆様、朝から夜遅くまで笑顔で接してくれてあり

がとうございました。

夜はお別れパーティーで楽しい時間♪Ａ・Ｋ・Ｂ ８４、
センター武田で～す。みなさん投票お願いしま～す！

友達の予定がつかず、まさかの「海外

一人旅」をする事になった私。中止し

ようかとの迷いも毎月送られてくる会

報の「一人旅でも楽しかった！」という

言葉に励まされ大決断！詳細に書かれ

た旅のしおり（ご旅行マニュアル）に助

けられ、出国手続きの記入もスムーズ

に出来、次第にドキドキからワクワク

へと気持ちが変化していきました。マ

クタン・セブ空港で出迎えてくれたス

タッフの笑顔に緊張が解け、一人旅への期待が膨らんでいきました。この旅には沢山の

「ワールドビックフォーならでは」がありました。ホテルとは異なる豪華なくつろぎの空間。

専属の陽気なメイドさん達。眼下に広がるエメラルド色の海と青い青い空。日常の喧騒か

ら離れた時間の流れがありました。沢山の魚と友達になれたようなシーウォーカーの後、

疲れが出てコーラルポイントリゾートに戻り休養。体調に合わせて変更できたのも、通訳

さんやドライバーさんが一緒に行動していてくれるからですね。どうしても行きたかった

サン・カルロス大学博物館（殆ど、観光客が行かない所）では、貴重な収蔵品の数々を見る

事が出来ました。現地の料理も美味しく、大満足の旅行でした。

毎月送られてくる会報の「一人旅でも楽しかった！」と
いう言葉に励まされ大決断！大満足の旅行でした♪

スタッフの皆様、朝早くから夜遅くまで
笑顔で接してくれてありがとうございます！

専属の陽気なメイドさん達や通訳さん、ドライバーさん
がいつも一緒！ 不安が期待に変わった一人旅でした！

出発日２月４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　辻さん

出発日１月１４日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　佐塚さん

出発日２月４日（６泊７日）
会員歴１年５ヵ月　武田さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴６年１ヵ月　村山さん
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今回４回目のセブ島。何度行っても新

鮮な気持ちで、楽しめる所です。何より

もガイドさん、ドライバーさん、メイド

さんが付いていてくれるので、安心・安

全、そして楽ちんなのです。セブ島はお

料理がおいしくて感動です。初日到着

の夕食は、フィリピン料理。日本人の口

に合っていて最高でした。他にもイタリ

アン、中華、何を食べても感激しまし

た。今回は２月生まれの遠藤理事と一

緒という事でしたので、サプライズで誕生会を企画！気付かれないよう、専属通訳さん、メイ

ドさんの協力のもとで、ステキなサプライズハッピーバースデーは大成功でした♪参加者

１５名とお誕生日をお祝いすることが出来て良かったです。ケーキもとってもおいしかった

です。マリンスポーツ、ボホール島観光、パンダノン島でのバーベキューなどなど、何度体験

しても心から楽しめるリゾート地、セブ島でした。パンダノン島へ行く途中、お天気が曇りだ

ったのですが、今回初めてイルカに遭遇できました。大自然の中のイルカ、感動しました。心

残りだったのは、慌しくてゆっくりショッピング出来なかった事です。買い物時間がもっと欲

しかったので、次回は長い滞在を、と考えています。

専属ガイドさん、メイドさん協力のもと
サプライズ誕生日会を企画し、大成功！！

自分へのココナッツオイルは没収されてしまいターシャに変装
する私。（笑）皆さんスーツケースに入れて預けて下さいね～♪

セブは最高でした。今回、自分の夢の

一つを叶えることができました。それ

は寒い冬に、暑いビーチで遊ぶことで

す。出発前はあんなに寒かったのにセ

ブに着いたら、むわっとした暑さを感

じました。そこでセブに来たんだなぁ

と実感しました。４泊５日の旅でした

が、毎日最高！朝起きてベランダで美し

い海を見ながらコーヒーを飲む。朝食ができるまでずっと海を見ていても、まったく飽き

ませんでした。ゆっくりと流れる時間、きれいな景色を見ているだけで来て良かったと感じ

ました。スタッフの方たちの対応も素晴らしく、贅沢な毎日を送ることができました。観光、

ショッピング、食べ物全てが自分の好みであり忘れることのできない旅になりました。今回

行けなかった場所へいくためにまた来たいと思います。

初めてのアジアの旅

４回目のセブ島！ 何度来ても新鮮！！
今回初めてイルカに遭遇できて感動！

寒い冬に暑いビーチで遊ぶという、
自分の夢を叶えることができました♪

セブ旅行 リフレッシュ出来るセブ島旅行

初めてのセブ島旅行
寒い日本を抜け出し、４泊５日で初め

てのセブ旅行に行きました。どれも素敵

な思い出ですが、この旅で強く思い出

に残っている事は、パラセーリングとシ

ーウォーカーです。どちらも人生で初め

ての体験だったので、楽しみと緊張で

いっぱいでした。パラセーリングは、空

から見る青い海と遠くに見える島々は

絶景で、鳥になった気分になりました。

次にシーウォーカーは水中ヘルメット

をして海底まで行き、魚に餌をあげる

と、自分の目の前に熱帯魚が集まり、また触れることもでき、海底を歩く事は驚異的でした！

次はバナナボートなども挑戦してみたいです！！他にもボホール島で見た眼鏡猿やチョコレ

ートヒル、パンダノン島でのＢＢＱや海水浴は、雨でしたが十分楽しむ事が出来ました。ま

た、全身オイルエステ体験では、とても気持ちよくて、自分へのお土産として、ココナッツオイ

ルを買ったのですが、空港で１５０mlの液体だった事に気付き、没収されてしまいました

（笑）。最終日前夜のパーティーでは生バンド、メイドさんのダンスを見てフィリピン料理を

堪能する事ができて、すごく楽しかったです。ガイドさん、ドライバーさん、メイドさんありが

とうございました！！今回の４泊５日は、ハードスケジュールであっという間だったので、次は

もっとゆっくりショッピングや観光を楽しみたいと思います。

毎日最高！ ゆっくりと流れる時間、きれいな
景色を見ているだけで来て良かったと感じました！

会員になった時は、旅行なんて全く頭
になかったのですが、会報を見ている
うち「もしかして高齢の私でも行ける
のではないか？」と、すでに２回も行っ
ている友に話したら、１月３１日なら
空きがあり！自分達の他にファミリー
３人、計５人で行くからと。それから話
がトントン進み、パスポートが手元に
届いた頃から、旅先で具合が悪くなっ
たら、今、流行のインフルエンザでキャ
ンセルになったら…期待より不安感が
ドンドン膨らみ不正脈迄感じるように
なりました。出発ギリギリに心電図検
査！先生には「心配ないから行ってらっしゃい」と笑いながら言われ意を決し、１月３１日
セブ島目指し、機上の人となりました。周囲の景色はさておき、アジアは初めて、もうビック
リポンが多く、社会勉強になりました。まず、車の多さにびっくり仰天、信号が無くともルー
ルはあるのでしょう。運転している人達が神業のようでした。又、日本では少子高齢化が言
われていますが、車上からは若者と子供達の姿ばかりで高齢者の姿はほとんど見られま
せん。もう一つ、雨が降っていても外にそのまま洗濯物が干してあった事。そのまま晴れる
のを待っているのでしょうか？まだまだ沢山ビックリポンはありましたが、行かれていない
方は自分の目で確認してください。私の体の不調はあの綺麗な海によって消えていきまし
た。グループで最高齢の私を専属通訳さんやドライバーさんが常に気遣って下さり、日本
では考えられない４泊５日でした。それと会報に記されている～こころ癒し、からだ安らぐ
～ホントに正にその通りを実感した旅でした。セブの皆様ありがとうございました。

グループで最高齢の私を専属通訳さんやドライバー
さんが常に気遣って下さり、ありがとうございます！

初めてのセブ島！ どれも素敵な思い出、パラ
セーリング、シーウォーカー楽しかったなぁ～！

初めは、期待より不安感がドンドン膨らんでいましたが、
正に「こころ癒し、からだ安らぐ」を実感できる旅でした！

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　中野さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴５年１０ヵ月　野崎さん

出発日１月３１日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　大関さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　高山さん
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中央アルプス真っ白な雪姿を背に南
国セブへ…。コーラルポイントリゾー
トＡ棟４階は見晴らしも良く、気温２
８℃、ベランダから見える波静かな海
とその上をゆったり小舟で魚を獲って
いる光景が太陽に照らされ、地平線と
空が一体となっている青い空。さわや
かな風を受けて海を眺めているとどこ
に向かうのか大きな貨物船、スペシャ
ルビラの向こう側には着工中の新し
い建物。Ａ棟４階から眺める様子も以
前とは変わりつつありますが、いつも
こうして心を癒してくれるエメラルド
の海、肌に感じるさわやかな風、のん

びりと流れる時間。今回、天候に恵まれたことが何よりのプレゼントでした。テレビの中で
は、日本は寒波との事。そんな中、半袖姿で生活している私達、申し訳ない気持ちでした。
ニュースの中で、天皇、皇后両陛下が、フィリピンの慰霊の為に来てくださるとの事。御高
齢にもかかわらず、本当に感謝致しました。セブで戦争を経験した父も、戦友に花を手向
けに２度も連れて来てあげる事が出来、父がずっと思い続けていた事を実現させて下さ
ったのも、ワールドビッグフォーの皆さんのおかげでした。今は故父もこうしてフィリピン
戦没者追悼に両陛下が来てくださる事、深く感謝している事と思います。ガイドさんに「日
本の印象は？」と聞くと、「日本は美しい国、行ってみたい国、礼儀正しい国」との答え。反対
に「フィリピンは？」とガイドさんに聞かれ、「年齢の若い国、これから発展する国、私達の
大好きな国」と答えました。毎朝地平線に頭出す太陽に、大きく深呼吸し、エネルギーを
いただき日本に帰って頑張る。またセブの皆さんに会いに来たい…と、Ａ棟４階のベラ
ンダにてすべてに感謝しながらペンをとっております。

１０数年…パームハウスで、お逢い
してからずっといて下さる方です！

夜はスタッフ全員参加のパーティーとビンゴ
大会で大盛り上がり♪今度はいつ行けるかな！

８年ぶり５度目、総勢１２名でのセブ

の旅。娘の高校受験、不合格だったら

キャンセルというリスキーな計画でし

たが皆様の応援もあって無事合格！冬

真っ只中の新潟から南の島セブ島へ

出発することができました。８年ぶり

にも関わらず私達母娘を覚えていてく

れた現地スタッフのリサ・シャローン・

アイリーン、とても嬉しかったです。今

回のメインイベントは尚輝さん江梨さ

んの結婚式。前夜の大雨も朝方には

すっかり上がり雲ひとつ無い晴天となりました。お天道様も祝福してくださっているよう

に、涙あり笑いありの本当に楽しい素晴らしいお式でした。初めて行ったボホール島、特

にチョコレートヒルの風景が印象的でした。次回はチョコレート色に染まる時期に訪れた

いです。パラセーリングも初体験、病み付きになりそうです。滞在中にセブのお祭りがあり

ました。渋滞に巻き込まれたりもしましたが異国のお祭りは独特の雰囲気で良い思い出

となりました。帰国前夜のさよならパーティーはかつてないほどの盛り上がり！気の合う

方々との５日間は本当に楽しかったです。遠藤理事、ご一緒した皆様、そして現地スタッフ

の皆様、本当に有り難うございました。次回はもっと日数をふやして行きたいです。「１，

２，３、またきま～す！」と約束してきましたから。近いうちにきっと。

２回目のセブ島

A棟４階のバルコニーで．．．。気温２８℃、さわやかな風
を肌で感じている頃、日本は寒波のニュースでした！？

チョコレートヒルの風景が印象的でした。次回
はチョコレート色に染まる時期に訪れたいです！

盛りだくさんのセブの旅♪ 爽やかな風を受け４階ベランダで

また行きたいセブ島
真冬の厳しい寒波が来ている信州松本
から、成田発、マクタン・セブ空港に着
いたのは夜8時。右側通行と信号機の
無い交差点の強引な割り込みに戸惑い
ながら、途中セブ料理の夕食を済ませ、
コーラルポイントリゾートに到着。スタ
ッフに温かく迎えて頂きました。朝目覚
めると、周囲の建物、プール、木々に至
るまで、ホームページや会報で見た景
色が目の前に広がり感動。２日目、セブ
市内観光と買い物、全身マッサージ。３
日目、毎日眺めている目の前のオランゴ
島の先端を通り、パンダノン島へ。シュ

ノーケリングやバーベキューを楽しみました。夜はスタッフ全員参加のパーティーとビンゴ
大会で大盛り上がり。４日目、３５度のボホール島でターシャを見て、船上バイキングとクル
ージング。更にチョコレートヒルまで足を伸ばし観光。暑いボホール島から帰るとマクタン
島は夕方５時まで雨だったとのこと。５日目、朝から雨。ラプラプ市内のフットスクラブで足
裏の角質を落としツルツル。夜は会社が開いてくれた生バンド付さよならパーティーを踊り
ながら楽しみました。６日目、朝から雨の中、中部国際空港（セントレア）に向け離陸。６日間
を振り返ると、雨の日もあったのに影響を受けず楽しい毎日を過ごす事が出来ました。池上
さん、小林夫婦、高山さん、永田さん、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございまし
た。まだまだ見足りぬセブ島。今度はいつ行けるかな！

娘の高校受験、皆様の応援あって無事合格！
不合格だったら今回のセブ島はキャンセルでした（汗）

セブ島に着いた翌日、早朝から船でボ

ホール島へ出発、会いたかったメガネ

猿「ターシャ」の可愛らしい姿に感激、

チョコレートヒルの１２６８の丘を見

るため長い階段を登って見た時の景色

は最高でした。椰子やバナナの木の続

く道の間に田んぼが有り、ここにも「か

かし」が米を食べる雀？の見守りをして

いることに驚き、更に年３回お米が取

れる事に感嘆。ロボク川クルーズ、つり

橋、教会見学など盛りだくさんの充実し

た１日でした。晴天の２日目、結婚式に参列、南国の陽気なダンスあり、列席者全員で記念

写真ありと、幸福を皆さんでお祝いしました。すてきなファミリーに乾杯！！パラセーリングで

は青い空を空中散歩、ボートがマッチ箱くらいに小さく見えるほど高く上がり、姉と二人で笑

ってばかりいました。来て良かった！やって良かった♪澄んだ海で泳ぐことも出来た！楽しい

ショーも観たし、夜にはコーラルポイントリゾートでオイルマッサージも体験しました。帰国

前日のさよならパーティーでは、参加者全員でダンスを踊り、楽しい時間を過ごす事が出来

ました。又楽しい１ページを作れたのもスタッフの皆さんのお陰です。メイドさん、運転手さ

ん、ガイドのシャローンさん、リサさん、素敵な旅をありがとうございました。また行きたい！

と思えたセブ島でした。

会いたかっためがね猿「ターシャ」の可愛らし
い姿に感激！チョコレートヒルの景色も最高！

オランゴ島の先端を通り、パンダノン島へ！
シュノーケリングやバーベキューを楽しみました！

来て良かった！ やって良かった♪澄んだ海で泳ぐこ
とも出来た！ また行きたい！と思えたセブ島でした♪

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴３年１１ヵ月　板倉さん

出発日１月２２日（５泊６日）
会員歴１７年２ヵ月　池上さん

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１１年１ヵ月　落合さん

出発日１月２２日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　髙木さん


