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至福の時が奏でるワールドビッグフォー究極のリゾート至福の時が奏でるワールドビッグフォー究極のリゾート

ごあいさつ
元気溢れる若返りの楽園セブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！

国内旅行感覚で体験できる絶好の環境は日本から僅か４時間、時差も１時間程で
東洋のハワイとも呼ばれている南国リゾートをご満喫頂けます。また豊富な大自然の恩恵は

皆様の元気を育み、優雅に寛ぐ滞在で心身共に活性化、幸福に満たされた環境が健康長寿へと導く
こととなるでしょう。近年、日比友好関係の向上により日本人の訪比旅行客が増加、治安も良く渡航
利便性にも優れた背景や親日で敬老の精神が豊富な国民性、そしてフィリピン観光省が推進する女性
旅のイメージづくりが、ご家族旅行でも安心して楽しめる世界有数の優しい環境として認識された
ものと思っております。是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！老若男女を問わず１年を
通してご満喫頂けます環境は、皆様のご旅行日程を選ばず元気若返り体験が楽しめます。

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

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

風薫る新緑の季節の到来です！１年中温暖な気候がからだに優しいセブ島では、南国の色彩豊かな花々や木々
の緑と共に、透き通るような美しい海を存分にお楽しみ頂けます。現地滞在期間中は当社スタッフが皆様のお世
話を致しますので安心・安全！爽やかな風に包まれるワールドビッグフォー究極のリゾートで、更なる旅行の楽し
さと贅沢なプライベートのひと時を過ごし下さい。尚、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。搭乗予約・料金等の詳細につきましては、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

（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。
①上記料金は平成３０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）

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

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１５：３０

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：齊藤・伊藤・森田

＜編集後記＞

人生観が変わる究極のリゾート！
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初めてのセブ旅行が朝からあいにくの
雨降りで、楽しみより不安がいっぱいの
出発でした。パスポート入手から８ヵ
月、まだ先と思っていたが、いよいよ当
日となりました。総勢９人のうち、初参
加は私含め４人でした。名古屋からセ
ブに向かう機内はとてものんびりで、新
聞を広げたり、空いた座席を何席も使
い横になったりと思い思いに過ごし、
マクタン・セブ空港に降り立ちました。
セブ経験者の後に続き、迎えに来てく
ださった通訳さんとドライバーさんの

もとへ。セブ市内で右だ左だとキョロキョロしながら果物屋さんへ。マンゴーがいっぱい無
造作に置かれ、バナナ、マンゴスチン等々で溢れていた。そして、初めてのフィリピン料理を
いただき、コーラルポイントリゾートへ。到着すると入口でガードマンのチェックを受け扉が
開いた時、安心して眠れるんだなぁーと思い、ウサギ小屋で過ごしている私にはＡ棟６階の
寝室は広すぎる程でした。そこで初めてのマンゴージュースを堪能し、朝起きてビックリ！朝
陽がキラキラ、鶏の声がして、その他には音はなし、素晴らしい景観があり、正に世界の大富
豪の別荘での至福な時の始まりでした。勉強会の際、セブに行き「至福な時を過ごす」経験
をして来て！と話されていましたが、一週間の滞在は、今迄になかった事をたくさん体験し
て、食べ、遊びました。これまでの話はほんの入口で、充実した至福な時を過ごさせて頂き
ました。私はこの様にして第１回目のセブを楽しみました。是非、次に続けたいなぁーと思
う今日此の頃です。

世界の大富豪の別荘での素敵なひととき、是非、
次に続けたいなぁーと思う今日此の頃です！

氷点下の信州から３０度のセブ島へ１２人の旅！
よく笑いよく食べ親睦を深められた事にも感謝です

初めてのセブ島、期待半分、不安半分
の旅です。夕方マクタン・セブ空港に到
着です。夕方なので夕食を済ませてコ
ーラルポイントリゾートに。１人１室の
それはそれは贅沢な環境に、普段の生
活を忘れさせていただきました。次の
朝、マンゴージュースの美味しかったこ
と（帰ってからちょっとしたハプニング
が…唇がマンゴーかぶれに）。朝船に
乗りカオハガン島に。島の様相はビック
リするほどシンプルで、私達の年代の
幼少期をちょっとだけ思い起こす様な
光景に目が釘付け？子供達の目の輝きに心癒されました。お昼はメイドさん達の作ってくれ
た船上でのバーベキューにお腹がいっぱい。海から帰り、コーラルポイントリゾートのプー
ルを楽しみました。旅３日目にビックリ、一緒にセブに行った仲間の１人から、「あなたもし
かして○○じゃない？」エ～！眠っていた頭をフル回転、そう言えば面影が…。「もしかして山
崎さん？」「そうだよ！」と、彼女は高校の同級生でした！もう２人でお腹を抱えて笑うしかあり
ませんでした。ワールドビッグフォーありがとう！４０数年ぶりの再会です！驚きの出逢いで
した。カモテスリゾートのあの可愛らしい景色。ジンベエ鮫の大きな口。パラセーリングなど
のマリンスポーツもとても楽しく、夢の様な一時でした。途中体調不良の時もあったけど、７
泊８日があっという間でした。お世話になった通訳さん、メイドさん、ドライバーさんに感謝
です。ありがとうございました。

老婆（ロウバ）の休日

一週間の滞在は、今迄になかった事をたくさん体験
して、食べ、遊び、至福な時を過ごさせて頂きました♪

７泊８日があっという間でした！ お世話になった
通訳さん、メイドさん、ドライバーさんに感謝です！

ステキなセブ、そして４０年振りの同級生との出逢い 至福な時

３０度のセブ島へ　
氷点下の信州から気温３０度のセブ島

へ１２人の旅が始まりました。マクタ

ン・セブ空港では通訳のリサさんとドラ

イバーさんに迎えられ、マリバゴグリル

で夕食。コーラルポイントリゾートへ。

翌日早朝出発のジンベエザメ見学組と

パンダノン島での美味しいバーベキュ

ー組に分かれ、夕方マッサージ店で合

流。韓国料理で締めというように、前日スケジュールを立て、２台の車で各々の希望にそった

プランで行動できた事は良かったと思います。ＭＯＡのマッサージ最高！最後の夜はアメイ

ジングショー。本当にきれいで楽しませて頂きました。お天気にも恵まれ、また旅行での楽

しみは同行された方々のいろんな知恵、知識に刺激を受けて会話もはずみ、よく笑いよく食

べ親睦を深められた事にも感謝です。楽しい時間のお手伝いをして頂いた現地スタッフの

方々、ワールドビッグフォーありがとうございました。

ワールドビッグフォーありがとう！ ４０数年ぶり
の再会です！同級生との驚きの出逢いでした！

１０月２８日はじめてのセブ旅行、総
勢９名のお仲間に加えて頂いて出発し
ました。花や木々も色鮮やかで南国の
雰囲気を醸し出し、心身共に開放され
た気分。折角来たのだからと時間が許
す限り様々なオプションを体験しまし
た。パラセーリング（上下のゆったりし
た揺れに酔ってしまった）水上ボート、
バナナボート、水飛沫を上げて猛スピ
ードで走る迫力に皆年を忘れて大はし
ゃぎ、シュノーケリングで見た熱帯魚の
大群は毎日見ても飽きないくらい。どこ
にいるの？というくらい小さいメガネザルを見つけた時の感激、笑い転げたゴルフ、ジンベ
エ鮫との御対面、先住民との写真撮影、日常から離れて全てが夢の様な不思議で面白い
日々。エステも体験し、帰国前夜はニューハーフショーの見学、ニューハーフの人達の美しい
事！絶世の美女集団には呆れたり、ちょっぴり羨ましかったり、特に脚の美しさには目を見張
りました。宿泊施設も大きな部屋に１人ずつ、心置きなくのんびり、ゆったりと過ごせ、朝目
が覚めると、どこまでも広い海を見渡せる環境を提供して頂いたワールドビッグフォーに心
から感謝しています。この旅で一番驚いたのは、お年寄りが少ない事。若者と子供ばかり、し
かも子供達は皆働き者、フィリピンは今後急速に高度成長を迎えて行くのだろうと考えさせ
られました。とても楽しみです。最高にリッチな旅でした。いつか又行ける機会が有る事を祈
って、今回同行してくれた方々にお礼申し上げます。有難うお元気で。

ニューハーフの人達の美しい事！ 特
に脚の美しさには目を見張りました！

楽しい時間のお手伝いをして頂いた現地スタッフ
の方々、ワールドビッグフォーありがとうございました！

花や木々も色鮮やかで南国の雰囲気
を醸し出し、心身共に開放されました♪

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴２年２ヵ月　小笠原さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴１年１０ヵ月　守屋さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴２年７ヵ月　伊藤さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴１３年５ヵ月　髙山さん
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私がセブ島に行ったのは今回で２回

目です。２回目でも思う事はやっぱり海

がとてもきれいだということです。特に

朝日に照らされて光る海は輝いていて

感動的でした。そんなセブ島で私が最

初に体験したのは、マリンスポーツで

す。マリンスポーツの中でも、バナナボ

ート、パラセーリング、シーカヤックを体

験しました。どれも２度目の体験でした

が１番楽しかったのはバナナボートで

した。その日はいつもより少しだけ波が高くてバナナボートがすごく揺れたり、跳ねたりして

スリルがあって楽しかったです。今回私がセブ島に行って１番の思い出は、ジンベエザメを

見に行ったことです。ジンベエザメは水族館で１度見たことがありますが、自分が実際に泳

いで間近で見ることができたのは今回がもちろん初めてで、とても迫力があり凄く良い経験

になりました。次の日には大きなショッピングモールで買い物をし、たくさんのお土産も買

うことができ、これも１つの思い出になりました。そして帰国前日は朝からプールや海に入

り最後の最後までセブ島の海を満喫することができました。この５泊６日間の旅行でまた

前回とは違うたくさんの思い出を作ることができ本当に最後まで楽しい旅行でした。

ジンベエザメと泳いだのは今回がもちろん初めて
で、とても迫力があり凄く良い経験になりました！

楽しいセブ島の日々はあっという間でした！ そして何よ
りも二回も連れてきてくれた両親に感謝しています！

５年ぶり２度目のセブ旅行に行ってき

ました。今回は主人も入れて１２人。ワ

イワイ、ガヤガヤとバスの中では年金、

病気、老後の事、セブ島に着いたら何を

するか等いろいろ話が盛り上がりまし

た。マクタン・セブ国際空港に着いた時

は夜になり、町のイルミネーションを見

ながら、フィリピン料理を頂きました。と

ても美味しかったです。コーラルポイン

トリゾートに到着すると若いメイドさん

に迎えられ、一日がアッという間に終わりました。毎日の朝食ではマンゴー、パイナップル、バ

ナナ等をそのままジュースにした飲み物を頂き、とても美味しかった。クルージングにも連れ

て行って頂き、海に囲まれてのバーベキューも忘れられない一日でした。また、ぜんぜん知ら

ない所を通訳のリサさんに案内してもらい、ショッピングにも行ってきました。面白いもの

で、日本の『味の素』が安いのに友達とビックリ！！ドライマンゴー、ドライフルーツと沢山のお

みやげも買い込み満足しました。今回はマリンスポーツはやらず、２回のマッサージをして、

とてもリラックスできました。またいつかセブ島に行く機会を必ず作って、６泊７日位でゆっ

くり行きたいと思います。

今回も最高に楽しかった２回目のセブ

２回目のセブ島です！ やっぱり海がとてもきれい!！
今回も美しいセブ島の海を満喫しました！

またいつかセブ島に行く機会を必ず作って、
６泊７日位でゆっくり行きたいと思います！

５年ぶりのセブ ２度目のセブ島旅行で

感謝
二回目のセブ旅行。両親には感謝、感
謝です。マクタン・セブ空港に着くとガ
イド兼通訳のリサさんや、ドライバーさ
んが笑顔で迎えてくれ飛行機の疲れも
とれ二年前の思い出がよみがえってき
ました。翌朝目覚めると果てしなく続く
水平線、青い海、朝食にはマンゴー、バ
ナナ、パイナップルなど果物とジュース
「そう!これこれ!」自然とみんなに笑顔が
溢れてきます。今回の旅では、初めての
経験もさせていただきました。マリンス

ポーツでは、ジェットバイクの操縦体験ができ爽快な気分でした。四日目にはジンベエザメ
を見に行きました。間近で見るジンベエザメは、水族館では味わえない迫力で、水中で見た
子供たちは大興奮！目の輝きが物語っていました。最後の夕食、サプライズが待っていまし
た。私と息子が誕生日と言うことで、バースデーケーキをそれぞれに用意して頂きました。こ
んなにたくさんの方に誕生日を祝っていただいたことがなかったので、驚きと恥ずかしさ
と、喜びが入り混じり胸がいっぱいになりました。大変おいしいケーキでしたよ。セブ島の楽
しい日々はあっという間でした。毎日温かい笑顔で献身的にサポートして下さった紹介者の
朝田さんや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。そし
て何よりも二回も連れてきてくれた両親に感謝しています。本当にありがとう。

今回は主人も入れて１２人。朝食
は毎日新鮮な果物を頂きました！

１２月になり、めっきり寒さが増す９日
から４泊５日、２回目のセブ旅行に１
１名の皆さんと行って来ました。前回
は成田発でしたが、今回はセントレア
発着で、往復の時間がかなり短縮され
ました。前回訪れたのは２年前で、初め
てのセブに不安でしたが、今回はリラッ
クスムードでの始まりでした。通訳のリ
サさんには初めてお世話になりまし
た。日本語がとても上手で私達の話も
ちゃんと理解して返答してくれ、本当に
好感がもてる素敵な女性でした。クリス
マスのイルミネーションが飾られた道
を通りながら、コーラルポイントリゾートに到着。出迎えてくれたメイドさんと笑顔で「おかえ
りなさい！！」「ただいま！！」のあいさつは、まるで我が家に帰って来た感じでした。明日からの
楽しい時間を考え、思わず心も踊り、少し興奮気味な私でした。４泊の滞在の中、美味しいＢ
ＢＱ、マッサージ（赤ちゃんがお腹にいるまだ若い子が、あんなに力強くツボを押してくれて
ビックリ！大きなお腹があたるとヒヤヒヤでした。）買い物に行ったシューマートでは、大きな
ツリーが飾られとてもきれいでした。前回行けなかった所の観光も出来て良かったです。日
本では出来ない射撃に主人と挑戦。ピストル（主人はライフルも）の重さとあまりの衝撃に
ビックリするばかり、一生に一度の体験も出来ました。今回も海のきれいさに癒され、スタッ
フの明るく優しい笑顔に癒され、本当に心と体のリフレッシュが出来ました。またいつの日か
訪れたいと思います。同行して頂いた皆さん、ワールドビッグフォースタッフの方々、本当に
ありがとうございました。

海のきれいさ、スタッフの明るく優しい笑
顔に癒され、リフレッシュ出来ました♪

間近で見るジンベエザメは、水族館では味わ
えない迫力で、水中で見た子供たちは大興奮！！

日本では出来ない射撃に主人と挑戦。
一生に一度の体験も出来ました！

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　髙木さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年１０ヵ月　中村さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　菊池さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年１０ヵ月　中村さん
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夫婦で初めての海外旅行。とにかくコ

ーラルポイントリゾートのテラスから

見る景色が素晴らしく、広くて豪華なお

部屋にとても感激しました。日の出、夕

日の美しさに思わず手を合わせて感謝

致しました。本当に来て良かった！バン

カーボートで無人島に行き、透き通っ

たきれいな海を温泉気分でゆったり楽

しみました。美味しいバーベキューも頂

きました。毎日のメイドさん達の送り迎

えと細やかな心遣い、優しさと笑顔には大変癒やされました。今回一緒に参加した皆さんと

の触れ合いもあり、短い期間でしたが楽しく過ごす事ができました。これからもよろしくお願

いします。マッサージを２回やりましたが、丁寧で気持ち良く、肌はツルツル、脚はむくみが

取れスッキリ！おすすめです♪セブ旅行最後の夜のパーティーは、豪華な食卓に生バンド

の演奏もあり、大変盛り上がりました。メイドさん達の陽気な事、腰ふりの上手さにもビック

リ、心から楽しむことが出来ました。主人がまた来たいと喜んでくれたことが嬉しかったで

す。スタッフの皆さん、メイドさん、仲間の皆さん、本当にありがとうございました。

メイドさん達の陽気な事、腰ふりの上手さに
もびっくり、心から楽しむことが出来ました！

海水のプールでシュノーケリングの練習。
この後、海で沢山の魚に会ってきました！

先ず、コーラルポイントリゾートは世界

の大富豪の別荘の名の通り、豪華で全

ての部屋にバスとトイレが付いていて

大人数の宿泊でも快適に過ごす事が

できました。また庭の目の前にあるプ

ライベートプールも時間や混雑を気に

することなく楽しめて便利でした。次に

パッケージに入っていたアイランドホッ

ピングは、船が直接敷地内まで私達を

ピックアップしに来てくれ、シュノーケリ

ングと白い砂浜、ビーチサイドでのバ

ーベキューを満喫。歓迎パーティーでは様々なフィリピン料理が振舞われて大満足でした。

その他、ボホール島や新しく出来たプールに子供を連れて行き、沢山の良い体験ができまし

た。最後に、特筆すべきは通訳さんは私達がやりたい事を伝えるとその都度相談しながら叶

えてくれて、こんなにスムーズで楽な海外旅行は初めてでした。また同行した家族が急遽日

本へ帰国せざるを得なかった際、朝早くから駆けつけてくれ、朝一番の飛行機を手配して下

さり、大変助かりました。メイドさんも朝食の準備や洗濯等、普通のホテルにはないきめ細

やかなサービスを提供してくれました。また何より親切で笑顔が素敵でとても楽しい時間を

過ごす事ができました。また機会があれば、是非訪れたいです。ありがとうございました。

２度目のセブ旅行

夫婦で初めての海外旅行。主人がまた来
たいと喜んでくれたことが嬉しかったです！

プライベートプールも時間や混雑を気にすることなく、家
族と一緒にとても楽しい時間を過ごす事ができました♪

至れり尽くせりの５日間 セブ島で別世界を堪能

おばあちゃんとセブ旅行♡
おばあちゃんに誘われて参加したセブ

旅行。連れて行ってもらえるなら・・・と

軽い気持ちで行ってみると、キレイな海

と可愛いメイドさん達がいるコーラル

ポイントリゾートには普段なかなか接

する事のない方達との楽しい６日間が

ありました♡。おばあちゃんとの海外旅

行は初めてだったので色々な体験が出

来て良かったです。お買い物をしたり、観光したり、美味しい物も沢山食べました。マッサー

ジもしました。コーラルポイントリゾートの海水プールでシュノーケリングの練習をして、目

の前の海で泳ぎました。そこでは沢山の珊瑚や可愛いくて綺麗なお魚達も沢山いました。

海ヘビも見ることができました。あまりにも綺麗で時間を忘れるくらいでした。毎日おばあち

ゃんと同じ部屋に泊まって、沢山の時間、おばあちゃんと一緒にいる事が出来ました。増々お

ばあちゃんの事が大好きになりました♡

通訳さんは私達がやりたい事を伝えると相談しながらすぐ叶え
てくれて、こんなにスムーズで楽な海外旅行は初めてでした！

昨年、２月に行ったセブ島一人旅が忘

れられなくて、１２月に妻のご友人達と

のグループ旅行になりました。今回も

可愛いスタッフの出迎えを受けました。

朝５時５０分の日の出を毎日存分に

楽しみました。録音していった音楽を聴

きながら、朝日を見るのは素晴らしい

時間でした。又、夜は海に照らされた月

の光も美しく、今の日本では体験でき

ないひと時を味わう事が出来ました。また、ご一緒だった皆さんと全身マッサージを体験し

たり、チャーターされた船でパンダノン島へ渡ってのバーベキュー、水上レストランでのフィ

リピン料理、朝起きればメイドさんが作ってくれる朝食と美味しい物ばかり頂いて、大満足で

した。最後の夜はパーティーをして頂き、美味しい食事とメイドさん達のダンス。最後には私

も駆り出され踊りました。今回、ご一緒して下さった皆様、スタッフの皆様、紹介者ご夫妻に

は大変お世話になりました。ありがとう！！又、お会いしましよう。

美味しい食事とメイドさん達のダンス。
最後には私も駆り出され踊りました♪

大好きなおばあちゃんとセブ島のクリスマス♪
増々おばあちゃんの事が大好きになりました♡

前回は一人旅でしたが、今回は妻と
友人達で楽しい時間を過ごしました！

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴１年７ヵ月　森田さん

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　川瀬さん

出発日１１月１０日（４泊５日）
会員歴１２年１０ヵ月　荻野さん

出発日１２月６日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　須永さん
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なんと、今年２度目のセブ旅行です。２
月に訪れた時、帰国の便で私達を含め
１５人程がフィリピンエアラインのミ
スでダブルブッキングになってしまい
搭乗出来ない事態となりました。その
際のお詫びとして一年間有効のエアチ
ケットを頂き、今回それを活用して、３
人で再びセブを楽しみました。成田発
を午前便にし、機内でアレ、コレと３人
で思いを巡らせました。到着後、マクタ
ン・セブ空港の外に出るとめっちゃ暑
く、「あ～セブだ！」と感じました。迎えの
通訳さんと合流した時、あれ～どこか
で見た人でした。７年前に来た時メイ

ドさんをしていたエリザベスでした。ドライバーは前回同様フランシスさんでした。コーラル
ポイントリゾートに到着後、早速通訳さんを交えて明日からの予定を話しました。私達はカ
モテスリゾートに行きたいよネ…。なんて計画していたのですが、「３名では船の島巡りは
できません」との事。「え～っ！」とがっかりでした。それならと、翌日はバナナボートにパラセ
ーリングで海を満喫する事に！当日は海も凪いで天気も上々、バナナボートはスピード満
点、パラセーリングではゆったりの空中遊覧を楽しみました。午後は食事と買物を兼ねシュ
ーマートへ。帰りにマンゴー工場に寄りドライマンゴーを購入。翌日はバディアンゴルフリ
ゾートへの１泊旅です。バディアンゴルフリゾートでの昼食後、カワサン滝へ。水量も多く冷
たかったのですが、滝のミストと森林浴で心も体もリラックスできました。夜にはプールで
遊び、海岸を散歩して楽しみました。翌日は早起きしジンベエザメを見に行き、すぐ傍らに
現れるジンベエザメに驚きました。次回のセブが楽しみです。

カワサン滝では、滝のミストと森林
浴で心も体もリラックスできました♪

一度は乗ってみたかったパラセーリング♪とっても
気持ち良い。空中から見た景色は何とも言えない！

私はワールドビッグフォーに入会して
まだ1年余りです。毎月の会報を楽しく
拝見させていただき夢見ておりました
所、坂本さん、小瀬さん御夫婦よりセブ
旅行のお誘いを頂きました。何も解ら
ない私を7泊８日の旅に細心の注意を
しながら面倒を見て頂いていた事に感
謝致します。９月２５日成田を１４時
４０分に出発し、マクタン・セブ空港に
着いた時は夜で、外は暗く大勢の出迎
えの人でいっぱいでした。そのうちワー
ルドビッグフォーの通訳さんと出会うこ
とが出来て一安心、コーラルポイントリゾートへ向かいました。施設に着くと夜遅い時間にも
関わらずメイドさん達の歓迎を受け、疲れも一瞬にして吹き飛びました。翌日、テラスより見
る海の色は青く、澄み渡る景色と遠くに見える島とのコントラストが想像以上に美しく、その
景色を見ながら飲むマンゴージュースはとても美味しい。次の日は海底散歩（シーウォーカ
ー）、海の中で綺麗な熱帯魚が餌を食べながら私達の所に寄って遊んでいる姿がとても可
愛らしくて美しく楽しかったです。次の日はボホール島に行きました。ターシャが木の陰で寝
ている姿はとても可愛らしく、またチョコレートヒルは雄大です。美しい景色を堪能して参り
ました。最後にＪＷＢホテルを見学する機会を頂き、大勢の生徒さんがいる英語学校の様
子を見て参りました。この機会を提供して下さったワールドビッグフォーと御世話になりまし
たスタッフの方々、通訳さん、運転手さん、メイドさん達に感謝します。

青い海と豊かな自然

なんと、今年２回目のセブ旅行！
３人で再びセブを楽しみました！

ボホール島のターシャが木の陰で寝ている姿も
見れました♪またチョコレートヒルは雄大でした！

初めてのセブと感謝 なんと今年２度目のセブ！

娘と共に
南国の空、青い空、一度は乗ってみたか
ったパラセーリング。とっても気持ち良
い空中から見た景色は何とも言えな
い、もっともっと乗っていたい気分でし
た。娘は恐かったのかずっと一人でお
しゃべりをしていた。前回もパラセーリ
ングを申し込んでいたのですが、波が
荒いので中止となり残念でしたが、そ
の分今回楽しみました。２日目、娘と２
人でゴルフをする為、バディアンゴルフ
リゾートへ。道中３時間のドライブは元
気なドライバーのナルドさんが私達を
ゴルフ場へ案内して下さった。私は少し

右肩を痛め、しばらく身体を休ませていたのですが、娘は初めてなのにいきなりコースへ。
スタートしてみると心配していた肩の痛みも出ず18ホール続ける事ができ、パープレイもで
きて良かった。「今度ゴルフを始めようかな」と娘はご機嫌だった。最後のホールは谷越えが
難しく、皆落ちてしまうからと、カットされ残念だったけれど、海に面したコースはとっても景
色が良くステキでした。３日目は、甚平鮫と泳ぐ。心の準備もなく舟に乗せられ、カメラも上
手に撮れなかったけれど、恐いサメのイメージではなく、実際は可愛いもので近くまで来た
甚平鮫をこの目で観察しました。娘は水中を一緒に泳いで、本当にそれだけで満足と言って
います。色々な遊びを毎日させて頂きスタッフの皆様に感謝申し上げます。最後はサヨナラ
パーティー！食べ放題のレストランへ連れて行ってもらい、好きな物を色 ご々馳走になりあり
がとうございました。皆様お元気でまたいつかお目にかかれる日を楽しみにしております。

初めてのセブ７泊８日の旅！ 美しい景色
を見ながらのバーベキューは格別です！

セブ本島とマクタン島は２本の橋で繋
がれていて、第二マクタン大橋には、日
本とフィリピンの国旗が掲げられ、建設
時に日本の援助があったと伺いまし
た。１５２１年に世界一周をしたマゼ
ランがセブ島に上陸。マゼランはマク
タン島の酋長ラプラプに敗れ、他国の
侵略を阻止したラプラプは今でも英雄
として親しまれています。車でご案内頂
いたビバリーヒルズと道教寺院、マゼ
ランクロスとサントニーニョ教会、サン
ペドロ要塞、山頂展望台トップスなどの
名所旧跡はフィリピンの歴史がわかり、感慨深いものがあります。翌日は「何もなくて豊かな
島」の著書、崎山克彦さんがオーナーの離れ小島、カオハガン島へ向かいました。この素朴
な島へ今は大勢の人が来ています。翌日、息子はパラセーリングで空中遊覧を楽しみまし
た。海とマクタン島が一望でき、風を受けて爽やかだったということです。船で渡ったボホー
ル島は、4年前の地震でまだ修復中の道路や建物がありました。日本からシェルターの援助
を受けたといいます。６０年前に植林されたマホガニー林を通り、ロボック川の川下り、メガ
ネザル「ターシャ」を見て、チョコレートヒルズに向かいました。不思議な山々の連なりでし
た。次にセブ南端のジンベエザメを見に行き、盛り沢山の息子との旅でした。異文化に触れ
合う貴重な体験をさせて頂き、とても感謝をしております。関係者の皆様ありがとうございま
した。

青い海と豊かな自然を堪能～♪フィリピンの
歴史もわかり盛り沢山の息子との旅でした！

娘と２人ゴルフを堪能！ 娘は初めてなのにいきな
りコースへ。私もパープレイが出来て良かった♪

マクタン島の酋長ラプラプ像の前で記念撮影！名所旧跡
はフィリピンの歴史がわかり、感慨深いものがあります！

出発日９月２８日（９泊１０日）
会員歴８年１ヵ月　高橋さん

出発日１０月４日（４泊５日）
会員歴１６年　丸山さん

出発日９月２５日（７泊８日）
会員歴１年４ヵ月　佐藤さん

出発日１１月１１日（４泊５日）
会員歴９年７ヵ月　飯田さん
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いつもより早い初雪の降った新潟か

ら、２度目のセブへ行って来ました。限

られた日数で色々な体験をしたいと思

い、まず通訳のリサさんにお話して、ス

ケジュールを立ててもらいました。その

中で、一番の感動はシュノーケリング

で、ジンベエザメを間近に見られた事

です。最初に注意事項があり、化粧や日

焼け止めはダメ。触れてはいけないetc

…。エサと一緒に海水を飲み込むサメ

の大きな口は大迫力。手を伸ばせば届く距離、思わず海中で歓声を上げていました。次回

は絶対ダイビングで一緒に泳ぎたいと思っています。そして毎日マッサージ三昧。エステで

はエステティシャンのマッサージの手が労働者の手の平のようで、顔を力強く擦られた事、

終った後が心配で気が気でなく、心の中で苦笑い。帰ってから友人等に楽しかった思い出

話をしてますが、エステの話が一番うけてます。最後にドライバーさん、大変な渋滞の中、本

当に上手に安全運転をして下さってありがとうございました。そして通訳のリサさん、可愛

い２人のメイドさん、本当にありがとう。また必ず近いうちに３回目行きますね～。

一番の感動はシュノーケリングで、ジンベエザメを間近に
見られた事！ 次回は絶対ダイビングで一緒に泳ぎたい♪

夜はニューハーフショー！ 男の人とはとても
思えずびっくり！とても楽しいショーでした♪

１０月３日より４泊５日のセブ旅行を
満喫して来ました。早朝“コケコッコー”
の合図と共に起床、テラスにてコーヒ
ーを頂きながら、水平線の彼方から力
強く昇る太陽を目の当たりにし感動さ
せられました。その後、コーラルポイン
トリゾートの美しい庭園、波の旋律が漂
う海辺の散策で至福の時を過ごしまし
た。朝食はメイドさん達の心のこもった
手料理と、とっても美味しいマンゴージ
ュースを飲みながら頂きました。また、
外出時にドライバーさん、通訳さん達にも親切な対応をして頂きました。パンダノン島での
真っ白な砂浜に感動。バーベキューの味は格別なものでした。マリンスポーツのパラセーリ
ング、シーウォーカー、バナナボートはどれもスリルがあり快適で、海無し県で生まれ育った
私にとっては未知の世界でした。そして昼夜のラプラプ公園は大人も子供も輪となり、楽し
そうに踊り歌い、微笑ましいカップルの姿も見られました。最終日はショッピング、エステを
楽しみ、夜はマクタン大橋からの夜景を眺めつつ、紹介者の高橋さんのお誕生日パーティー
で○５才おめでとう！ビールでカンパーイ！賑やかに盛り上がりました。この様な貴重な体験
をさせて頂き、行方会長様、スタッフの方々にはとても感謝しています。本当にありがとうご
ざいました。

最高の新婚旅行

２度目のセブ！ 今回も色々な体験をする為、
通訳さんにスケジュールを立ててもらいました！

海無し県で育った私にとってマリン
スポーツはどれも未知の世界でした！

南国セブ島にて 感動のセブ・感謝のワールドビッグフォー

ファンタスティック セブ パラダイス
寒い日本を脱出して、常夏のセブ島へ。

セブ島２度目の友人と初めての私、女

２人旅です。カワサン滝で現地の人が

漕いでくれるイカダに乗り、豪快な滝の

シャワー、息も出来ぬほどのすごさに絶

句！翌朝、暑くならないうちにジンベエ

ザメウォッチング、側で見られるなんて

すごい！その後セブ市内に戻り、シーウ

ォーカーで美しい魚と戯れ、なんとも感動的なひと時。夜はニューハーフショー。男の人とは

とても思えずびっくり。とても楽しいショーでした。そして私達は５日間の滞在中、毎日マッサ

ージ三昧。あまりの気持ち良さに極楽、極楽♡。心も身体もリフレッシュ！セブ島４泊５日、夢

の様な素晴らしいバカンスでした。通訳のリサさん、運転手さん、メイドさんありがとう。ま

た是非行きたいです。ワールドビッグフォーリゾート万歳！

早朝“コケコッコー”の合図と共に起床、
コーラルポイントリゾートの敷地内を散策♪

私事ではありますが、今年の１１月１

１日に結婚式を挙げ、その新婚旅行と

いうことで、前々から行きたいと思って

いたセブ旅行に行ってきました！私も妻

もお互い海外旅行が初めてで、何を準

備して良いのか分からなかったのです

が、周りの方やワールドビッグフォーか

らの旅行マニュアルを見て、無事に旅

行の準備が終わりました。妻と２人、心

を躍らせながら来たセブ島！到着して通訳の方、ドライバーの方、メイドスタッフの方が本当

に優しく接して下さり、初めての海外旅行でしたが、安心して観光地を巡ったり、マリンスポ

ーツを楽しんだり、お買物をしたりと、海外でしか味わえない時間を過ごす事ができました。

私は現地でどうしてもパラセーリングとシーウォーカーをしたかったので、その夢を実現す

る事ができて本当に良かったです。妻は、念願の高級エステを体験でき、心から喜んでいる

のを見て、今回セブ島旅行をすることが出来て、本当に良かったと感じております。また、是

非セブ島旅行に来たいと思います。

妻は、念願の高級エステを体験でき、心から喜んでいるのを見て、今
回セブ島旅行をすることが出来て、本当に良かったと感じております！

寒い日本を脱出して、常夏のセブ島へ！イカダに乗り、
豪快な滝のシャワーは、息も出来ぬほどのすごさでした！

最高の新婚旅行！ 心を躍らせながら来たセブ島では、
念願のパラセーリングとシーウォーカーも楽しめました！

出発日１１月２６日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　熊谷さん

出発日１２月３日（４泊５日）
会員歴８年　高野さん

出発日１０月３日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　田村さん

出発日１２月３日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　曽我さん


