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～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～
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ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

ごあいさつ
優雅に寛ぐ至福のオアシス、ワールドビッグフォーリゾートへ！

アジア圏で海外旅行者から絶大な人気を誇るセブ島、豊富な大自然の恩恵は

満面の笑みと共に元気な身体をつくり、心までも豊かに育む充実した環境は、人生観をも

変えてしまうほどの究極の楽園。新しい発見や楽しい体験の数々にアットホームで若返り効果も

得られる笑顔が絶えない上質のリゾートライフをご家族やご友人と思う存分にお楽しみ下さい。

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！渡航を重ねる度に南国セブ島への魅力が溢れる

醍醐味満載のひととき、心に残る思い出づくりは皆様の健康長寿にも繫がることでしょう。

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。

至福の時を奏でる「ワールドビッグフォー・コーラルポイントリゾート」

心も体も軽くなる贅沢なひと時をワールドビッグフォー究極のリゾートで！会員の皆様に朗報です！先月７月１日、マクタ
ン・セブ国際空港が世界初の“リゾートエアポート”としてリニューアルオープン致しました。新ターミナル２（国際線のみ）
は、以前の許容量の３倍近く、1250万人が利用可能となり、フィリピンのハブ空港としては勿論、旅行者に有益な充実し
たサービスが今後ますます期待されそうです。是非、ご家族やご友人との大切なひと時をセブ、ワールドビッグフォーリゾ
ートでお過ごし下さい。ご予約は約４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期での手続きをお勧め致します。出
発前のご不明な点は、ご旅行のマニュアルまたは当社旅行担当まで、お気軽にお問い合わせください。尚、誠に勝手では
ございますが、８月１１日（土）から８月１５日（水）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１６日（木）より通常営業致します。                 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7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

０８／０１～０９／３０ ￥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
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１ ５：３０

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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ワールドビッグフォーリゾート行方会長の挨拶から始まった　村松紀梨湖「がんでは死なない」(幻冬舎）出版記念
パーティーには、全国から村松理事傘下の会員の皆様にお越し頂きました。

当日は来場者全員に本のプレゼントがあり
クイズ等の余興も大変に盛り上がりました

司会の東海林のり子さん・円道一成さん

出会いこそすべて
ワールドビッグフォーリゾートに感謝
　ワールドビッグフォーリゾートの理事を務めておりま
す村松紀梨湖と申します。突然のがんというテーマの
お話しで困惑されている会員さんも多いのではと思い
ますが、この度、ご心配をお掛けした会員さん、ス
タッフ、並びに行方会長に、この場をお借りして御礼
を申し上げ、ご報告させて頂く事となりました。２０１
６年９月に人間ドックにて『肺がん末期、余命３ヵ月』

誠に恐れ入りますが、
弊社では上記書籍の
お問い合わせ及び、
販売は一切致してお
りません。ご購入に
ついては、お近くの
書店にてお求め下さ
いますようお願い申
し上げます。

　　　　【書籍の購入について】

ワールドビッグフォーニュース

村松 紀梨湖「がんでは死なない」(幻冬舎）出版記念パーティー

 【浅草ビューホテル4階 飛翔の間】 【ご来場頂いたお客さま】 【出版記念パーティー /開会のあいさつ】

平成３０年５月２０日、ワールドビッグフォー理事 村松紀梨湖 著書「がんでは死なない」（幻冬舎）出版
記念パーティーが開催されました。５００名を越えるお客様をお迎えしての着席形式の会場となり、お食事
をゆっくりご堪能頂きながらの楽しい余興もあり、非常に盛大なパーティーとなりました。※本書は、突然『が
んと余命３ヵ月』を宣告された村松理事が医師に奇跡を起こすと宣言し、本当に奇跡を起こした実話です。
全てのがん患者さんに夢と希望を与える社会的メッセージ性の高い内容です。

と宣告され、その時の一瞬の気持ちが、なぜか死ぬ
気になれず、「前だけ向いて生きよう！」がんは他人
が作ったものではなく自分で作ったものだと気付きま
した。がんちゃんに謝り、『がんとの会話』が始まり、
自ら宣言した奇跡を一つひとつ起こし、やがて確信に
変わり、その出来事を人に伝えて来ました。がんと診
断された方に『がんとの会話』を実践して頂き、「こ
んなに元気になり、医者もびっくりしている！」との事。
数名の方（すい臓、肝臓、大腸、胃）のがんを患っ
た方が、５月２０日の出版記念パーティーにてその
結果を報告してくれました。今２人に１人ががんに

かかると言われています。がんで悩み苦しんでいる方に私が経験した事を少し
でも早く皆さんにお伝えし、「がんでは死なない」と信じて毎日を送って頂きた
いと思います。また、信じる気持ちが自分にあった治療法にめぐり合わせてく
れるとも思います。改めて行方会長のお言葉「がんでは死なないだけじゃない！ 
人生１００歳まで生きる！」。この言葉をかみしめてワールドビッグフォーに守
られ楽しく長生きするには、先ず「健康でいる事」と思い知らされました。今回、
出版記念パーティーでの行方会長の何気ない言葉と『がんちゃんとの会話』
により自分は今生かされていると感じると共に、全てのご縁ある方に伝えて行く
義務が残されていると思い、この度会報誌に掲載させて頂きました。右足
踝の骨折も順調に回復しています。こうして今の私があるのは、偏に会員の皆
様とワールドビッグフォーの支えがあったからこそと改めて痛感し、この思いが
少しでも皆様のもとへ届く事を願いご挨拶とさせて頂きます。感謝。

の 　 り 　 こ
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セレブ感満載なセブ旅行に味をしめ、
今年は家族を誘い９名で楽しみまし
た。成田へ向かう車中で、我が家の三
男が入籍したばかりと話をしたら、「サ
プライズで披露宴をしましょう！」と言う
やいなや、直ぐに行動をおこして段取り
を組んでくれました（朝田さん素早
い！）。先に着いた三男夫婦はいきなり
ドレスを試着させられて、さぞ驚いた
事と思います。毎日マリンスポーツ等を
楽しみ、３泊目の夕方からパーティー
を準備。メイドさんに花嫁の飾り付け

をして頂き、息子と並んだ可愛い花嫁姿を見た時は本当に嬉しくて胸がいっぱいになりま
した。生バンドの演奏を聴きながらの披露宴。食べきれない程のお料理の数々。花嫁花婿ま
でドレス姿で踊りまくりました（笑）。最後はウェディングケーキに入刀。楽しいひと時を作っ
て頂き感謝です。１月生まれが３人もいたのでバースデーケーキが更に２つも用意されま
したが、どれもきれいにデコレーションされ美味しかったです。一夜明け、真っ青な空と海を
バックに記念写真を撮ると思いきや、三男夫婦は「もういい！」と言って衣装を着ませんでし
た。せっかく借りたのに勿体ないな～！！「なら俺たち着るか！」と主人が言い出し、２人の３
０年後の姿（？）を見せる事に。メイドさんが即席でブーケまで作ってくれて写真撮りまくり！
コーラルポイントリゾートの中は絵になる場所がいっぱいでした。昨年の「２度目の新婚旅
行」に続き、今年は「２度目のウェディングドレス」。毎年行きたいセブ旅行♡今年は何をし
ようかと今からワクワクです。

入籍したての三男夫婦にサプライズ！ 可愛い花嫁姿
を見た時は本当に嬉しくて、胸がいっぱいになりました！

マリンスポーツではシーウォークに両親も大満足！
施設内でも父と海水プールを楽しみました♪

妻に引かれてセブ島へ。１日目、通訳の
リゼルさんに出迎えられ、途中昼食を
とり夕方コーラルポイントリゾートへ到
着。メイドさんの紹介があり未経験な
ので対応に戸惑う。美味しい朝食や洗
濯等、丁寧な対応に感謝。２日目の早
朝、近くの海岸を散歩。少年達がナマコ
とウナギの稚魚を獲っていた。ウニが
整然と並んでいたのにびっくり（ちょっ
かい出して指を刺される）。アクティビ
ティーに向かう途中で本物の射撃に挑
戦「的ダブル　乱視のガンマン 妻に負
け」。シーウォーカーとパラセーリング
を初体験「ムーンウォーク　餌をやれ
ずに　時間切れ」「呆けのせい？　高所恐怖が　空の中」新たな世界を楽しむ。３日目、ＴＶ
で見て一度行きたかったボホール島へ。沿道のマホガニーの植林を通り抜け、ターシャのい
る自然園へ。かわいいターシャに感動。チョコレートヒルの不思議な景観によからぬ感動。
「仰向けに　美女が寝そべる　パイの群れ」。わずかに残るスペイン時代の朽ちた木造ハウ
スの佇まいが惜しまれる。台風VINTAの影響で船が欠航となり、ホテルを確保して２泊した。
市内散策やローカル食を味わう。マッサージを初体験。腰痛、固い股関節が楽になった。５
日目、セブに戻る。ラプラプ公園を見学後、マリバゴグリルで昼食。量が多すぎて夕食兼用と
なる（一人前ずつのつもりが二人前だったような？）。６日目、セブ市内のアヤラショッピング
センターで買物と昼食。テイクアウトで夕食。７日目、ヒルトゥガン島へ。シュノーケリング後
ＢＢＱランチ。砂浜でのんびり過ごす。「子供等の　遊びに程よい　浅い浜」最後の夕食は
韓流の焼肉を堪能。８日目、無事帰国。時間に追われることなく「ゆったりと 夜を余して 波の
音」でした。

のんびり滞在

絵になるロケーションをバックに２度目
のウェディングドレスを着ちゃいました！

少年達がナマコとウナギの稚魚を獲っていた。
ウニが整然と並んでいたのにびっくり！

セブの細道 ２度目のウェディングドレス

両親との楽しいセブ島旅行
両親と３人で初めてのセブ島旅行。日
本では一緒に暮らしているものの、お
互いの生活スタイルが違うこともあり、
会話や外出の機会も少なかったのです
が、セブ島で一緒に行動することで家
族との絆や一体感、思いやり等を感じる
ことができました。私にとっては、これら
の事がおおきな収穫でもありました。コ
ーラルポイントリゾート・スペシャルビ
ラのテラスからは、マリンブルーの海が
眺められ、リゾート施設内の数々のプー
ルでは泳ぎ三昧でした。日本では想像

もつかない５６畳のベッドルームで休み、大理石使用の大リビングでゆったりし、リッチで
非日常な時間を頂いてきました。市内観光の他、高齢の両親はシーウォーカーを喜んでい
ました。ショッピングやフィリピン料理の美味しかったこと、メイドさん達とのふれあい等、楽
しかった６日間はあっという間に過ぎてしまいました。最終日にメイドさんや献身的にお世
話をしてくれたスタッフとの別れに涙する母を見て、今回セブ島に両親と一緒に来られて本
当に良かったと思いました。またチャンスを作り、次は今回行けなかったカモテスリゾート
にも宿泊してみたいと思います。楽しい旅ができましたのも、安全運転のドライバーさん、明
るい通訳さん、笑顔のメイドさん達スタッフの皆さんのお陰と思っています。そしてこのサー
ビスを提供してくれました貴社に感謝致します。

本物の射撃に挑戦！「的ダブル
乱視のガンマン 妻に負け」♪

今回は英語研修の後なので、ゆっくり、
のんびりと過ごそうと思いました。た
だ、オスロブのジンベエザメは見に行
こうと計画していました。１１月から１
２月はセブに台風が来ることが多く、２
回台風に遭遇しました。その為、天候を
見ての観光となりました。バディアンゴ
ルフリゾートに１泊して、翌朝オスロブ
に行きました。午前中だけしか見ること
ができないので既に多くの観光客で賑
わっていて、その人気の程にはビックリ
しました。ボートに乗り、少し沖に出て
ボートのヘリに掴まりながら見ました。
救命胴衣を着けているのでうまく潜れず、そればかりか塩分濃度の高い海水をたっぷり味わ
う事ができました。大きなジンベエザメは、直ぐ目の前にいるので、口を大きく開けて餌を食
べる様子をよく見る事ができ、感動ものでした。そのあと、すぐ近くにあるツマログ滝に立ち
寄りました。駐車場から滝入口までの往復をバイクタクシーに乗りました。神秘的なうっそう
とした自然の中の滝で、水飛沫が半端なく飛んできて、マイナスイオンも沢山浴びることが
できました。滝つぼで泳いでいる人達もいました。また途中、シマラ教会へも立ち寄りまし
た。そこはキリストの母親「ママ・メリー（マリア）」が祭られています。建物は教会のイメージ
とは程遠く、まるでディズニーに出てくるお城の様です。建物の中には人形や病を治癒した
人達が使っていた松葉杖などが展示してありました。今回はリラックスできた旅となりまし
た。

神秘的な自然の中の滝で、水飛沫が半端なく飛んで
きて、マイナスイオンも沢山浴びることができました！

両親とのセブ旅行で、家族の絆や一体感、思いやり等
を感じることができました。スタッフのみなさんありがとう

ジンベエザメが口を大きく開けて餌
を食べる様子は感動ものでした！！

出発日１２月１６日（８泊９日）
会員歴５年８ヵ月　白川さん

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴４年　百瀬さん

出発日１２月１９日（７泊８日）
会員歴１年５ヵ月　豊田さん

出発日１月１８日（５泊６日）
会員歴２年５ヵ月　一ノ関さん
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セブは年々人気上昇中だそうで機内は

満席でした。そんな今回窓際の座席に

なり、富士山を見る事ができました。機

内から見る富士山はすごく雄大で、とて

もハッピーな気分になりました。夕方

のマクタン・セブ空港に到着すると日本

とは全く違いのんびり感を感じました。

コーラルポイントリゾートではマン

ゴージュースの出迎えがありました。観

光初日は楽しみのジェルネイルに行

き、一緒にかかとのケアを体験しました

（人生初）。スタッフの男性に「ナンバーワン！」と言って笑われてしまいました。見ると角質の

量にびっくり！すごく恥ずかしい思いをしましたが、かかとはツルツルになりました♪♪♪。

今回はバディアンゴルフリゾートに1泊して、朝からワインで乾杯しました。コーラルポイン

トリゾートに戻ってからの朝食は全員で過ごしパンダノン島への島巡り、ショッピング、マッ

サージ、カジノ、そしてダンスにとそれぞれ分かれて楽しみました。ダンスクラブには歌手の

マリーンさんが来店していて何曲か歌ってくれて楽しむ事ができました。あっと言う間の８

日間でしたが、同行して何かと気を使ってくれた友人に心から感謝します。そしてスタッフの

皆様、本当にありがとうございました。

あっと言う間の８日間でしたが、何かと気を使って
くれた友人、スタッフの皆様に心から感謝します

美しいオネエ様と写真を撮ったお父さん♪後で出
演者は全員男性だと聞いてビックリしていました！

バディアンゴルフリゾートから更に南。
ジンベエ鮫の泳ぐオスロブから船で12
キロ、陸から見えます。スミロン、マリン
サンクチュアリー、海の聖地です。2月と
いうのに陽射しが強く、長袖のシャツの
上からも、ひりひりとお天道様を感じま
す。島の南端に白いサンゴのビーチが
細長く、鳥のくちばし状に突き出ていま
す。砂浜には陽を遮る物はなにもなく、
自然そのものです。海には、ヘビ、カメ、
エイ、マンタ、バラクーダ、ガルパ、
ジャックス、ホエール、シャーク等居る
様ですが、遠浅のため１００ｍも沖に出ないと、ご対面は叶わないでしょう。私に挨拶に来
たのは南洋の色とりどりの魚達です。セブ島の旅も回数を重ねるごとに、自分流の楽しみ方
が芽生えつつあります。観光地に出向いても、人工物には期待しない。トイレ、シャワー、洗
面、脱衣室、コンビニ、食堂、無くて当たり前。セブのカルチャーに身を任せ、太陽に焼かれて
ヤシの葉音を子守唄に、のんびり昼寝を楽しみ。気が向いたらゆったりと雄大で穏やかな海
で泳ぎ、塩っ気の身体を淡水のプールでちょっぴり清めてから甲羅干し。朝食は9時ごろに始
まり、行動はお天気次第で野外か屋内か、一日のんびりコーラルポイントリゾートもよし。団
体行動でも個人でも、その日の気分次第で決めてます。こんな自由が出来るのも仲間がとて
も理解力があることと、のんびりしたセブとメイドさん達の雰囲気がさせてくれるのでしょ
う。ありがとう。帰ったら早速、来年の予約入れます。

癒しのセブ

あっと言う間の８日間でしたが、同行して何か
と気を使ってくれた友人に心から感謝します！

一日のんびりコーラルポイントリゾートもよし。
団体行動でも個人でも、その日の気分次第♪

アイランドホッピング 毎日楽しみウキウキセブ♪

初めてのセブ島旅行
１回はセブ島旅行に行ってみようよ！と
家族３人で計画したセブ旅行です。先
にセブ旅行された方に聞いていた通
り、通訳さんと運転手さんが付いて下さ
り、何処に行くのにも安心でした。また
お天気にも恵まれて、島巡りやマリンス
ポーツ等を楽しめました。シーウォー
カーとパラセーリングは楽しかったの
ですが、船に酔ってしまい午後の予定
を変更してもらったり、メイドさんに夕
食を作ってもらったり大変感謝です。お

父さんも一緒に全身エステで肌を磨いて、ネイルサロンで手足のお手入れをして肌はツル
ツル、指先はピカピカの「できる男」になりました。アメージングショーを楽しんで、美しいオ
ネエ様と写真を撮ったお父さんは、小柄なオネエ様の事を女性だと思っていたそうで、出演
者は全員男性だと聞いてビックリしていました。食事は何を食べてもおいしくて、島巡りの
BBQで食べた貝は特においしく頂きました。２月が誕生日のお父さんは、バイバイパー
ティーにケーキで祝って頂いたり、みんなでメイドさん達と踊ったり、最後まで楽しい旅行で
した。帰りの飛行機では、「来年はもうちょっと長く居ようよ」と話をする位楽しくて、快適な旅
行でした。メイドさん、通訳さん、運転手さん、スタッフの皆さん、そして紹介者の朝田さん、
ありがとうございました。

2月というのに陽射しが強く、長袖のシャツ
の上からも、ひりひりとお天道様を感じます！

真冬の長野を出発。ＰＭ８時過ぎ、マク
タン島上空で旋回。荷物の遅れもあり
ましたが、ワールドビッグフォースタッ
フの出迎えを見て一安心。夕食はフィリ
ピン料理で腹一杯。コーラルポイントリ
ゾートに着き、メイドさんの歓迎が大変
懐かしく嬉しく安堵を覚えました。翌日、
包丁を贈呈。メイド長のアイリーンさん
に手渡し。昨年苦労しているメイドさん
を見ての思いから渡しました。午後から
シューマートに行き、お土産を買った
り、街の中を見聞。セブシティーからＰ
Ｍ３：３０過ぎに車に乗り込みマクタ
ン島へ。途中で渋滞。マクタンの道路では今までに無かった道路混雑を経験。一年一年、社
会の発展、観光客の増加を感じました。今年はスミロン島に行こうと行動。通訳さんにお願
いしてバディアンゴルフリゾートにＧＯ！！懐かしい山道、パン・ワイン・スイカを買い、長い道
程を買ったパンをかじりながら楽しいドライブ。翌日はオスロブまで移動。スミロン島行きは
少し戻り、近くの船着き場から乗船。ミッシェルさん、情報集めご苦労様。バンカーボートに
乗って２０分程で到着。昼過ぎまで白砂の島で泳いだり、潜ったり楽しみました。遅めの昼
食、すばらしい眺めの展望。ビールで咽をうるおし料理に舌鼓。４日目から別の組と合流。高
級スパ、手足のケア、大変満足で至福の時間でした。メイドさん達の生き生きとした行動、及
び笑顔。急な注文にも応えて頂き本当に有り難う！！洗濯、サービス、文句は言わない。何か私
自信が励まされて活力と癒しをもらいました。

メイドさん達の生き生きとした行動、及び笑顔。
急な注文にも応えて頂き本当に有り難う！！

お天気にも恵まれて、島巡りや
マリンスポーツ等楽しめました！

ミッシェルさん、情報集めご苦労様！ お陰
様でスミロン島に行く事が出来ました！

出発日２月５日（７泊８日）
会員歴８年４ヵ月　中村さん

出発日２月５日（７泊８日）
会員歴６年１１ヵ月　蒔田さん

出発日２月５日（７泊８日）
会員歴１３年５ヵ月　山嵜さん

出発日２月５日（４泊５日）
会員歴３年３ヵ月　小林さん
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真冬の成田から一路セブ島にへ。マク
タン・セブ国際空港に降り立つと台風
の為大雨で、「今回はもうダメか」とあ
きらめかけておりましたが、予定通り２
日目は、セブ市内デパートめぐり、フィリ
ピン料理を楽しみ、夜はニューハーフ
ショーへ。コーラルポイントリゾートで
の夜は一人一部屋を存分に楽しみ、翌
朝台風一過。あらためて島々に囲まれ
たセブ島の素晴らしさを感じる事に！セ
ブの海は穏やかで青々しく、水平線か
ら昇る朝日のきれいな事、感動に浸り

言葉もありませんでした。その日は予定通り、シーウォーカーで夢の海底へ。南国の色とりど
りの可愛いお魚と戯れました。スタッフの細やかな心遣いにも感激と感謝でいっぱいです。
そして、いよいよあのバンカーボートでの島めぐり、どこまでも続く珊瑚礁が広がる穏やか
な青 し々い雄大な景色を見ながら、１時間程島の浜辺で泳ぎ、疲れたころにバーベキュー
♪。で～そこへ合流した友人（ご一緒した結城様）が持参してくれた美味しいお米のおにぎ
りとお肉が美味しかった事、感動でした。海から帰っても海水プールで年を忘れて泳ぎまし
た。ご一緒に素晴らしいセブ旅行の思い出を作って下さいました結城様にはお土産やお姉
さまからの差し入れのドリアン、ドラゴンフルーツ等も頂きとても美味しかった事、忘れる事
はございません。ご一行の皆様の温かさに感謝致します。またこの様な機会を頂きましたワ
ールドビッグフォーの皆様に感謝致します。本当にありがとうございました。セブ、最高！！

真冬の成田から一路、セブ島へ！ 台風一過後のセブ
の海は穏やかで青 し々く、朝日のきれいな事に感動♪

朝日を拝み、潮溜まりに魚を見つけ朝からハイテン
ション！ 目的のシーウォーカーも体験してきました！

この気温差がすごい！「おかえりなさ～

い」とかわいいメイドさん達の出迎え

を受けてバカンスの始まりです。明日帰

る人、今日到着した私達、ずーっと前か

らいた仲間と合わせて１５人のウェル

カム、さよなら、バースデー合同パーテ

ィーの賑やかさといったら、はっちゃけ

てる！歌って踊ってがいつまで続くの？

という感じ。翌日、遅い朝食をゆっくりと

りながら「今日はどこへ行こうか？」空を

眺めての相談だから呑気でゆっくりな行動。時間なんて関係なくなってしまう。晴天のパラセ

ーリングは無風状態で空高くどこまでも上がって行ってしまう浮遊感が何とも気持ち良い。

高いところが苦手なのにどうして怖くないのか不思議だ。東京スカイツリーの床ガラスの上

には足が震えて乗ることができないのに不思議だ。バンカーボートでの島めぐりはエメラル

ドグリーンの海をどこまで走るのかと思うくらい乗っていた。砂浜でのバーベキューの材料

は、その場で調達した貝やエビ、イカ等々、売り手との値段交渉がまた楽しい。日本に帰ると

きもまた、かわいいメイドさん達とハグして「また来るネー」。楽しいバカンスはあっという間

に終わるのです。

癒しのセブ島

この様な機会を頂きましたワールドビッグ
フォーの皆様に感謝致します！セブ、最高！！

バナナボートで大海原
へ・・・重くないですか？

極寒の日本から真夏のセブへ セブへ行って参りました！

セブ島でハイテンション！
成田空港は天気も上々で飛び立ち、富
士山の御姿を真上から眺め「ブラボ
ー！」到着したセブはこの季節に珍しい
台風が発生して雨模様。フィリピン東沖
で発生する生まれたての台風は東京の
暴風雨に比べ穏やかで、海上にとどろく
稲妻は大自然の中に吸い込まれる花火
みたいで歓迎されているかの様で、雨
もまた楽しく味わい深かった。翌日は海
に昇る朝日を拝み、潮溜まりに魚を見
つけ朝からハイテンション！そのまま目
的のシーウォーカー体験へ。マリンスポ
ーツの説明をして下さる方は長野県の
出身の方で、安心して準備もできまし

た。数十キロもあるヘルメットは重いので自然と海に潜れました。色鮮やかな可愛い魚達に
囲まれながらの海底散歩は時間の過ぎるのが早いこと、充分に満喫しました。三日目は離島
でのバーベキュー。楽しみにしていた屋根付きの船（バンカーボート）でコバルトブルーの
大海原を心地よい風を感じ歌を口ずさみながらのクルージング。島に着いてから直ぐ子供
の様にはしゃぎ泳ぎました。ご一緒させて頂いた方から心温まる美味しいおにぎりにバー
ベキューでの魚やイカ、エビに豚肉、そして大好きなマンゴーを食べて至福の喜びを味わっ
た一日でした。体調を崩し元気になりたいと参加した友人が一番大声を出し楽しんでおりま
した。また果物の王様他、珍しい果物も沢山ご馳走になり大変お世話になりました。お世話
頂きましたメイドさん、常に優しい心遣いを頂きました通訳のダイアナさんと運転手さんお
陰様で思い出深い旅を満喫できました事を感謝申し上げます。皆様色々有り難うございま
した。次回は滝を巡りターシャに会いに行きたいと思います。

エメラルドグリーンの海を走るバン
カーボートで、いざ島めぐりに出発！！

本年会社勤め４５年、役員退任の年を
機に長期休暇を取り、妻の念願である
ダンスの仲間とのセブ島への旅が実現
しました。仲間より遅れて到着したその
日に、コーラルポイントリゾートの一室
で生バンド付きのパーティーで大歓迎
され、子豚の丸焼きに舌鼓を打ちまし
た♪また５日間天候にも恵まれ、紹介
者の朝田さんの計らいで癒しの楽しい
旅となりました。初日スタート、メイドさ
んの作った朝食を頂き、１時間程船に
揺られ、途中海に入り魚とも戯れ、パン
ダノン島へ到着。何種類もの貝の中か
ら４種プラス天然指定貝？を料理して
頂き美味しくほうばり、妻は沖まで行っていろんな魚、ウニ等を探索。コーラルポイントリゾ
ートへ戻りマルコポーロホテルで食事（バイキング）。その後本命のダンス会場へ。散々踊り
続けぐったりと思いきや、３日目マリンスポーツ（パラセーリング、ジェットスキー）等を楽し
み、小生休憩場で通訳さんとウイスキーの水割りでお話しを弾ませのんびり癒しの時間を過
ごせました。浜辺でのカラオケにもびっくり…。その後、皆でエステで疲労回復と若返りを…。
夕食後、またダンスへ。妻と小生部屋でゆっくり飲みながら癒し…。４日目、妻たちは買い物
とダンスへ。小生１名ゴルフへ早起きし現地へ。ところが日曜日で３名以上いないと廻れず
断念。ここでドライバーの計らいでCEBU COUNTRY CLUBの予約が取れ、１名で廻れました。
キャディーマスターがお友達で優遇され２時間１５分程での１ラウンド（驚きの速さ…）。ま
た、キャディーはシニアプロで、教えを受けながら暑さを忘れ楽しいラウンドでした。感謝、
感謝のあっという間の５日間。まだまだ楽しみ方がたくさんあることを仲間から聞き、是非、
早い内に訪れることを誓い、翌日帰路に着きました。

癒しと感謝のあっという間の５日間！天候
にも恵まれ、癒しの楽しい旅となりました！

コバルトブルーの大海原をクルージング！ 島に
着いてから直ぐ子供の様にはしゃぎ泳ぎました♪

キャディーはシニアプロで、教えを受け
ながら暑さを忘れ楽しいラウンドでした！

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　永井さん

出発日２月１２日（４泊５日）
会員歴１３年　小川さん

出発日２月８日（４泊５日）
会員歴５年４ヵ月　浦野さん

出発日２月１２日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　沓掛さん
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生まれて初めての海外旅行は「新婚旅
行」となりました。母から旅行をプレゼ
ントしてもらい、始めは「海外なんて不
安・・・」と思っていましたが、行く事を決
意！飛行機で約５時間。セブに到着！！暑
い～！でも空港に着くと出口には通訳
さん。荷物を持ってくれて、車も目の前
まで！ありがたい！ディナーはフィリピン
料理で乾杯！美味しい！ボリュームある！
ビール安い！私も旦那もビールが好き
なので幸せ！その後、滞在時のスケ
ジュールを決め、コーラルポイントリ

ゾートへ。部屋が４つもある！メイドさんが５人も居る！びっくりでした（笑）。ウェルカムドリ
ンクのマンゴージュースも最高！残念だったのは台風が来ていて、お天気がイマイチだった
事。でも雨は降らず、２日目はシーウォーク、夜にはニューハーフショーを楽しみました。３
日目は「パパキッズ」というパークで釣りをしたり、乗馬をしたりして夜はゆっくり。４日目は
ショッピングを楽しんだり、一番天気が良かったので午前中は敷地内のプールで泳いだり、
海に入って楽しみました。最終日前日には素敵なレストランでディナー！ゆっくりできた５日
間でした。夜にはメイドさんと色々な話しをして、日本の曲が好きな事もわかり、今度行く時
には日本の好きな歌をプレゼントしてあげたいと思いました。毎朝作ってくれた美味しい朝
食にも感謝！お天気はイマイチだったけど贅沢な時間とスタッフの温かさで、とても楽しい
旅行ができました。また絶対会いに行きます。旦那も感謝していました。この機会を下さっ
た全ての方に感謝！

お天気はイマイチだったけど贅沢な時間と、スタッ
フの温かさで、とても楽しい旅行ができました♪

海なし県の私は、あの波が押し寄せそして、サーッ
とひける、大自然の営みに癒され幸せを感じます♪

今回も同メンバーでゆったり旅をしま

した。往路の１３日はこの時期に珍しく

台風の接近とかで豪雨でした。飛行機

の到着も１時間程遅れて、コーラルポ

イントリゾートにも遅く着きました。翌

日から早速ショッピングを楽しみまし

た。今回の滞在では射撃も体験！マリン

スポーツではパラセーリング、そしてダ

ンスも楽しんできました。その他足裏マッサージ、山の上（トップス）からセブ島の眺望も堪

能し、私達より１日早く来ていた他の４人グループと合流し、無人島に渡りバーベキューと海

水浴を楽しみました。とても朗らかな方々で、無人島からコーラルポイントリゾートに戻って

からも海水プールで泳いだり、笑いが絶えませんでした。翌１６日は皆さん東京で再会でき

る日を楽しみに帰路をお見送りしました。私達もメイドさん、通訳さん、ドライバーの方々の

お陰様で７泊８日を気持ち良く過ごさせて頂いた事をワールドビッグフォーの行方会長、ス

タッフの方々に感謝申し上げます。

３度目のセブ

新婚旅行にセブ島！ 初めての海外旅行！
母に旅行をプレゼントしてもらいました！

とても朗らかな仲間達と海水プールで
も泳いだり、笑いが絶えませんでした！

４回目のセブ島の旅 リベンジのセブ旅行

やっぱり楽しい〝セブ″
目覚めてみると３６０度海、ザザ

ザーーと音をたてて近寄ってくる、あの

波音。そのやさしさに心うっとりボーッ

とみとれる私でした。海なし県の私は、

あの波が押し寄せそして、サーッとひけ

る、大自然の営みに癒され幸せを感じ

ます。この時期はあまり暑くなく、お花も

咲きとってもいい時期のように思いま

す。今回はジンベエザメに会うことを楽

しみにやってきました。多くの観光客がいました。ジンベエザメは、こっちに向かって大きな

口で・・・まーびっくり！かん高い声で「キューン・キューン」と本当に嬉しそうに「会えて嬉しい

よ！ようこそ！」と言っている様でした。ターンして行く時に尾鰭がお腹のあたりを擦って、なん

とも愛らしい行動に私は、思わず嬉しくて「また会う日まで・・・」言葉を送りました。海を眺め

ながらいただく朝食は、何とも言いようのない幸せを感じます。朝田さん、リサさん、ドライ

バーさん、メイドさん、そして同行して下さった方々に心より「ありがとう」。また、あの海、あ

の時間を・・・。

今回の滞在では全員で射撃も体験！ なに
げに一番うまかったのが私で～す♪（笑）

またまた８日間３度目のセブ旅行に

行ってきました。セブ島に着いたのに

なかなか飛行機から出れません。遅い

な～と思っていたら、なんと台風で大

雨。セブで台風に出会ったのは初めて

です。通訳のミッシェルさんとドライ

バーのアーネルさんが、雨の中空港に

出迎えてくれました。２人が担当してく

れたのは今回が初めてでしたが、２人

にはこの旅で本当にお世話になりまし

た。そしてコーラルポイントリゾートに着くと、いつもの可愛いメイドさん達が笑顔で出迎え

てくれ、こちらの事も覚えていてくれて嬉しかったです。無人島に行ったり、ショッピング、パラ

セーリング、ダンス、そして本物の拳銃で射撃も！格好良く撃つイメージは出来ていたのです

が、ドラマの様にはいかないものですね。なかなか大変でした。あっという間の夢のような

８日間でした。セブ島の人達はみんな陽気で笑顔で楽しそうで、元気にしてくれます。みんな

の笑顔を見にまた何度でも行きたいです。この素晴らしい旅行の機会を与えて下さった

ワールドビッグフォーに心から感謝致します。

セブ島の人達はみんな陽気で元気にしてくれます！
みんなの笑顔を見にまた何度でも行きたいです♪

ジンベエザメに会いにやってきました！ かん高い声で
「キューン・キューン」、ようこそ！と言っている様でした♡

またまた８日間３度目のセブ旅行です！ 無人島に行っ
たり、ショッピングやパラセーリングも満喫しました♪

出発日２月１３日（７泊８日）
会員歴３年５ヵ月　歯黒さん

出発日２月２３日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　小林さん

出発日２月１３日（７泊８日）
会員歴６年１０ヵ月　真壁さん

出発日２月２６日（８泊９日）
会員歴８年３ヵ月　小松さん
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初めてのセブです。「ウェディングドレス
を着て写真を撮ろう！」という目的で一
年前から主人が計画してくれていまし
た。セブに着いてまずドレスをレンタ
ル！翌日は靴を買いにデパートへ。その
後、お土産のドライマンゴーを買いに
工場へ連れて行ってもらいました。３日
目は島巡り、昼食のバーベキューはと
ても美味しかった。そしていよいよ４日
目、ドレスを着て写真撮影。ヘアメイク
をして出ていくとメイドさん達がお庭
の花を摘んで作ってくれたブーケを渡
され感激！！カワイイ～！今回旅行をご
一緒して下さった方がカメラマンにな

ってくださり、ヘアメイクの方が撮影場所の提案やポーズのアドバイス。自分達だけでは撮
れないとってもステキな写真をたくさん撮る事が出来ました。そして夜はスタッフの皆様が
パーティーを開いて下さいました。ビックリ！！美味しい料理、ケーキまで用意して頂きまし
た。そしてスタッフの皆さんで踊るキレッキレッのダンス！楽しかった～♪。二人だけでこっ
そり写真を撮るだけのつもりが、こんなに素晴らしく思い出に残る結婚式！？になりました。
大勢の方に祝福していただき、本当に感謝！感激！です。通訳のミッシェルさん、ドライバー
のアーネルさん、ヘアメイクのベンチさん＆キムさん、通訳のリーダーリサさん、毎日美味し
い朝食をいろいろ考えてくれたメイド長のアイリーンさん、作ってくれたメイドさん達、パー
ティーを開いてくれたスタッフの皆様、今回の旅を提案して下さった紹介者の武井さん、同
行して下さった皆様、本当にありがとうございました。スタッフの皆様に又会いに行きたい
です！最後にこんなに素敵な夢の国を作って頂いた会長様に感謝致します。ありがとうござ
いました。

こっそり写真を撮るだけのつもりが、こんなに
素晴らしく思い出に残る結婚式！？になりました！

バナナボートは、海上をバンバンと風を切って勢い
良く走るのでスリルとマイナスイオンたっぷりでした！

初めてのセブは１年８ヵ月前。何回も
セブに行っている小松さんと２人で出
掛けました。２日目から２人で色々な
所に連れて行ってもらい、南国の雰囲
気を充分に味わい、毎日が楽しくあっと
いう間の９日間でした。その時の気持
ちが忘れられず、今度行く時は主人も
一緒にとずーっと思っていました。そし
て１年が過ぎ、又セブ旅行を計画し、今
回は５人で出掛けました。８日間とて
も天気も良く、毎日海に入り、４日目に
は１泊でバディアンゴルフリゾートまで足を延ばし宿泊もし、翌日は少し早目に出発。午前
中しか見られないというジンベエザメを見に行きました。海に潜り見ていると、ジンベエザ
メが大きな口を開けて餌を飲み込みながら近づいて来て感動しました。カワサン滝の筏乗
りは今年から中止とかで残念でしたが、オスロブの滝はとても良かったです。「白糸の滝」と
よく言いますが、その通りです。帰りには今まで見た事の無い、大きく両手で持ち上げる位の
ジャックフルーツ（森のミルクと呼ばれ栄養価の高い果物）を買い、帰国する日に皆で味見を
しました。ほんのり甘くとても美味しかった。初めての主人もいつもの旅とは違うセブを満喫
出来たようです。現地のスタッフの皆さんには本当にお世話になり有難うございました。９
日間一緒に行動してくれた友に感謝、感謝です。

セブ最高！

自分達だけでは撮れないとってもステキ
な写真をたくさん撮る事が出来ました！

バディアンゴルフリゾートで１泊して、午前中しか
見られないというジンベエザメを見に行きました！

再びセブへ セブで「最高の結婚式」

楽しかった３度目のセブ
会員８名で成田を出発し、６年ぶりの

マクタン・セブ国際空港に到着した。明

日からは楽しみにしているバナナボー

トとパラセーリングにチャレンジの予

定。バナナボートは、海上をバンバンと

風を切って勢い良く走るのでスリルと

マイナスイオンたっぷりでした。パラセ

ーリングは上空になる程気持ち良く、手

を振ったりセブの景観を眺めていると

いつまでも浮いていたいという思いがして最高でした。また、射的にもチャレンジし、的の中

心に当たると「ジョーズ」と日本語で言ってくれるので嬉しくなった。お昼のバーベキューで

はメイドさん達が「お父さんビール」と言って勧められて、気分良く飲んだり食べたりして美

味しかった。コーラルポイントリゾートの近くにも高層ビルが建ち、道路は舗装され、町の景

観も変わっており６年の歳月を感じ、マクタン島も今後は益々発展していくであろうと思う。

また、何年か後に訪れてみたい場所です。セブでお世話になった皆様、ありがとうございま

した。

オスロブの滝はとても良かったです♪「白
糸の滝」とよく言いますが、その通りです！

小雨降る冷え込む日本を発って、マクタ
ン・セブ空港に降り立ったのは、１２月
１日の昼下がり、直ぐに通訳のミッシェ
ルさんと出会えて一安心。「オトーサン、
エイゴジョウズ！」と煽られ、セブ島の溢
れる光の中、旅の始まりです。「ナニヲシ
タイデスカ？」色々してみたいけれど、
遊べるのは正味３日。先ずはサンミゲ
ールビールを買って部屋に行き、ミッシ
ェルさんと作戦会議をして５日間の予
定を決めました。２日目はアイランドホ
ッピング。妻と２人なので少し費用は掛
かりましたが、それを惜しんで行かない
選択はあり得ない。青い空、透き通った海、白い砂、心地良い船の揺れ、吹き抜ける潮風、「生
きていてよかった！！」３日目はバディアンゴルフリゾートへ移動してゴルフをプレー。レンタ
ルクラブは残念ですが、一人ずつキャディーが付いて至れり尽くせり。暑いので１０ホール
程消化した後、数ホールスキップして海の見えるホールへ。記念写真もバッチリ撮れました。
ホールアウト後のマッサージも最高！（ちょっと痛かったけど）４日目は朝７時に出発してオ
スロブへ。ジンベエザメとご対面です。大迫力に圧倒されました。用意した水中カメラも大
活躍でしたが、大きすぎてフレームに収まりきれないのにまたびっくり！その後はセブ市で
買物をして戻り、夜はミッシェルさん、運転手のナルド、アイリーン、マリベラ、アンさん達に手
伝って貰いディナー。毎日フィリピン料理でしたがこの夜が最高！何故って、皆一緒だから！本
当に皆に感謝です。あと、英語は下手でも話したもの勝ち！

バディアンゴルフリゾートの海の見えるホールへ！
一人ずつキャディーが付いて至れり尽くせり♪

６年ぶりのセブ♪明日からは楽しみにしてい
るバナナボートとパラセーリングにチャレンジ！

５日間の予定を決め、セブ島の溢れる光の中、
旅の始まりです！ 「生きていてよかった！！」

出発日１２月１日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　江原さん

出発日２月１日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　星野さん

出発日２月２６日（８泊９日）
会員歴２年１０ヵ月　橘田さん

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴１２年　清水さん
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初めてのセブ旅行。４泊５日の旅を私
達５人は長岡から参加しました。成田
空港に到着し、埼玉よりお一人とご一
緒し、６人での旅でした。冬物から夏物
に着替え南国のセブ島へ夢見て旅立ち
ました。マクタン・セブ空港に到着する
と通訳さん、ドライバーさんが出向い
て下さいました。夕食はフィリピン料理
を食べ、その後コーラルポイントリゾー
トに直行しました。到着しますと大勢の
メイドさん達が笑顔で迎えて下さり、大
変嬉しく思いました。早速部屋を案内し
てもらい休みました。朝早く目を覚ま

し、南国の澄んだ海を見ながらの朝食にはマンゴージュースも用意して頂きました。これか
らセブの１日が始まります。ラプラプ公園を観光し、買い物好きの私は、セブシティーで現地
の手作りの民芸品を沢山購入しました。ボホール島に行き、フィリピンの自然遺産である
チョコレートヒル、世界最小の眼鏡猿に出会い感動致しました。日本に帰った後、たまたま
テレビのクイズ番組に、行ったばかりのフィリピンの自然遺産であるボホール島が紹介さ
れていました。短いセブの旅でしたが、アッと言う間にお別れの日が近づいてきました。滞
在中はフィリピン料理、イタリアンも堪能し、疲れを取るために毎日マッサージに行き、日頃
味わう事のできないリッチな気分を味合わせて貰いました。最後はホームパーティーで美
味しいメイドさんの手作り料理を頂き、主人も感激していました。今度は娘、孫を連れて来
たいと思います。楽しい時間を過ごさせて頂き、ありがとうございました。

フィリピン料理、イタリアンも堪能し、毎日マッサー
ジに行きリッチな気分を味合わせて貰いました！

海にて海水浴＆ビール♪メイドさんが用
意してくれたバーベキューを堪能しました！

何年もためらっていたセブ行きでした。

４泊５日の日程で出発し、中まるまる

３日間楽しみました。１日目は海で

シーウォーカー、バナナボート、パラ

セーリング。どれもスリルがあり、特に

シーウォークは耳抜きが出来るか心配

でしたが、うまくいき魚達と海底散歩を

楽しめ、またパラセーリングは待ってい

るボートで船酔い状態になりましたが、

空に上がった時の気持ち良さは格別で

した。２日目はボホール島へ行き、ターシャ（眼鏡猿）にそっと会って来ました。昼間でしたの

で眠っている姿に一層の可愛さを感じました。同時に島の成り立ちも知り、景色も素晴らし

いものがありました。３日目は買い物、美容エステにデパートへ出かけました。ワゴン車で通

訳さん、運転手さんに大変お世話を頂き、無事５日間をつつがなく過ごせました。メイドさ

ん達には朝食、洗濯、掃除他を朝早くから夜遅くまでして頂き、最後の夜はメイドさんがダン

スを披露するショーを楽しみ、自分達も出来ないながらも何とか体を動かし、躍動の５日間

でした。セブの人達には本当にお世話になり、ありがとうございました。感謝の念でいっぱい

です。

２回目のセブ旅行

ボホール島では、チョコレートヒルズや世界
最小の眼鏡猿に出会い感動致しました♪

ターシャにそっと会ってきました♪昼間でしたの
で眠っている姿に一層の可愛さを感じました！

初めてのセブ 初めてのセブ旅行

初めてのセブ島旅行
セブ島に旅行がしたい…。ただそんな
気持ちから「先ずは会員権を購入すれ
ば行ける」と、会員になって３ヵ月後の
平成３０年１月２８日から２月１日ま
で初めてのセブ島へ出発しました。新
潟を出る時は大雪で、汽車は大丈夫か
と心配しながら新幹線に乗り、ビールを
飲みながら旅が始まりました。セブ島の
宿に到着してみると、夜遅いにもかか
わらずメイドさんはじめスタッフの皆さ
んが大歓迎して下さり、私は心が踊りま
した。翌朝、眼下に広がる広い海と南国
の空気に包まれ、いつものツアー旅行

とは違い、時間を気にする事なくゆっくりとメイドさんが作ってくれた生マンゴージュースと
朝食に目を見張り写真におさめました。初めて会う先輩友人達もいましたが、それはそれは
いい人達にめぐり逢え、すぐに打ち解け共に食べる朝食と会話は格別でした。二日目には、
朝早くボホール島の川下りランチクルーズの旅。音楽に囲まれて飲むビールは最高。その
後、可愛いターシャ(メガネ猿)を見る事ができた。翌日は久々にこの年で水着を着て海で年
甲斐も無く泳ぎ、メイドさんが用意してくれたバーベキューを堪能。私達のこの年齢ではな
かなか経験できない思い出づくりを計画して頂き感謝です。最後の夜のパーティーではメ
イドさん達が腕をふるって作った料理、それに生バンド演奏まで、大変なるおもてなしをし
て頂き、皆で一緒に踊った事はとても楽しい思い出になりました。スタッフの皆々様には感
謝、感謝です。また行きたい気持ちのセブ旅行でした。

ボホール島へ行き、丘まで手を伸ばす
ポーズで記念撮影～♪うまく撮れました！

今回は２回目のセブ旅行になりまし
た。前回は２年前で家族３人、仲間２
人で５人の旅でした。今回は大関２人
と斉藤さん夫婦と友人２人、６人のセ
ブの旅となりました。また、先に行って
いる仲間２人に合流し、計８人です。前
回は４泊５日のうち２日雨になり、残
念な旅でしたので、今回は天気だけは
と思っていました。私達２人は１日目、
パラセーリングとバナナボートを楽し
みました。天気は晴れ、パラセーリング
のゆったりとした時間は最高に気分が
良かったです。マリンスポーツのスタッフもやさしい人達でしたョ‼２日目は船でボホール
島に行き、チョコレートヒルズとメガネ猿見学。前回は雨で行く事が出来なかったけれど、今
回は快晴でした。移動時間も少し長かったので、帰ってマッサージをしてもらい、夜は気分良
くお酒を飲みながら明日の計画とその日の話をして楽しく過ごしました。３日目も天気に恵
まれて今回は最高だ。帰国前夜は、リゾート施設の一室で生バンドとスタッフ一同でパー
ティーでした。マ～最高に盛り上がりました。ダンスをやり過ぎて、ヨッパライましたョ～‼そ
して「バクスイでした♪爆睡」。今回は全日快晴に恵まれて最高でした！今回お世話になった
通訳のノバさん、ミッシェルさん、ドライバーさん、スタッフの皆さんありがとうございまし
た。次回もきっと～マタネ～♪ バイバイ‼

マリンスポーツや観光を満喫！ ゆっくりする事も
できました！ 次回もきっと～マタネ～♪バイバイ‼

貝細工のネックレス等を通訳さ
んと一緒に買い物～！楽しい♪

ボホール島に行き、チョコレートヒルズとメガ
ネ猿見学！ 全日快晴に恵まれ最高でした！

出発日１月２８日（４泊５日）
会員歴４年１１ヵ月　大関さん

出発日１月２８日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　斉藤さん

出発日３月１７日（４泊5日）
会員歴１２年　清水さん

出発日１月２８日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　田村さん
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台風と共に娘２人、孫２人とセブ島に
上陸、“青い空、青い海”とはいかなかっ
たけれど、コーラルポイントリゾートA
棟６階の部屋からの眺めは想像以上
で、孫はあちらこちらと各部屋を動き回
り、興奮がおさまらない様子でした。早
く泳ぎたくて先ずは施設内のプール
へ。プールはプライベートで使え大満
足。その後に初めて食べたフィリピン
料理も食べやすく、これも子供達は満
足。コーラルポイントリゾートに戻って
からは大人の時間で、疲れた身体を
マッサージで癒された。２日目も天候

は回復せず、でもクリスマスムードのモールでのショッピングや市内観光を楽しみました。
コーコーラルポイントリゾートに帰る道のりでは、「戦前、戦時中の日本よりもっと生活が良
くないのでは？」と思うような光景もあり、考えさせられ、日本の今の子供達には想像もでき
ない様な生活がそこにはあります。３日目は天気が回復してきて、マリンスポーツも楽しむ
事ができました。浜辺ではスタッフの方々がバーベキューをして下さり、皆さん優しく有り難
かったです。４日目は念願のジンベエザメとの対面。４時間車に揺られオスロブという所ま
で行きました。沖まで小舟で行き、潜りながら餌付けする所へつられて寄って来てくれるジ
ンベエザメの隣で泳ぎました。足先まで何度も来てくれるので、つい触ってみたくなるので
すが、「ダメです」と言われてしまいました。大きなサメの体が目の前で本当に感動でした。
今回できなかったゴルフや、シーウォーキング、他沢山あるので、また次回…。いつか絶対皆
で再上陸したい！！

孫は興奮がおさまらない様子、早く泳ぎたく
て先ずは施設のプールを満喫しました♪

海の底を歩いて沢山の魚達と触れ合うシーウォー
カー、ちょっとビビリながらも初めての体験に感激！

今年の新潟は特に雪の多い年でした。
昭和３８年（三八豪雪）でこの地方一
帯に降り積もった雪の事を思い出しま
した。豪雪の中を必死に歩いて学校に
通った事や、電線（今も地中に埋設され
ていない）をまたいで歩き、屋根ぐらい
高い雪道から降りて家の玄関まで辿り
ついたものでした。それに次ぐ大雪な
ものですから、一週間も前から「果たし
て新幹線は動くのだろうか？」と心配の
連続でした。幸い新幹線も順調に動き、
飛行機は少し遅れたものの、すべては
とりこし苦労に終わったかに思えたセ
ブ旅行でした。現地に到着し、ワールド
ビッグフォーの看板を掲げた通訳のリ
サさんから”おかえりなさい”と声を掛
けられ、早速夕食にとフィリピン料理を
食べてから宿泊施設へ向かった。コー
ラルポイントリゾートのスペシャルビラの扉を見た時、「久々のセブ島だあ～、本当にセブに
帰って来た」と思えました。出迎えてくれたメイドさん達の懐かしい面々に癒される。ただい
ま～♪早速翌日からのスケジュールを確認すると、今台風が来ているのでパンダノン島へは
行けないとの事で、近くの浜辺でバーベキューをする事にしました。思い出したのは、セブに
来る機内から見た異様な雲でした。この台風のお陰でどこへも行けず、女性陣はデパートと
スーパーマーケットでショッピングの連続でしたが、我々男性陣はコーラルポイントリゾート
で気ままに過ごせた。いつものセブは朝５時、６時起きが普通であったが、久しぶりにゆっ
たりと出来て本当のバカンスであった。また、トリックアートミュージアムに出かけて遊んだ
り、元刑務所を博物館にした屋敷を見学したり、昼食は宿に戻り日本から持ってきたカレー
などを食べた。夜は豪雨の中もセブ市内に出てフィリピン料理やスペイン料理に舌鼓を打
ち、天候は悪かったが、結構それなりに楽しんだ４泊５日のセブ島旅行でした。帰る日には
良い天気になり無事日本に帰ってくる事が出来ました。帰りのフライトの中で新潟は大雪と
の情報。きっと神様がプレゼントしてくれた癒しの時間だったと思えた旅行でした。また行き
たいですね。今度は台風のない時にネ！

４回目のセブ

クリスマスムードのモールでのショッ
ピングや市内観光を楽しみました♪

天候は悪かったが、トリックアートミュージアムや元
刑務所なども見学したり結構それなりに楽しんだ！

４回目のセブ島旅行 皆様、お世話になりました！

セブはマイナスイオン・ミネラルいっぱいの島
１年ぶりのセブ島の朝、波の音、遠くか
ら聞こえるコケコッコーの鳴き声で目
が覚めた。コーヒーを飲み、日本の
ニュースを見ながら主人はゆったりと
至福のひと時だ。日本にいれば朝から
鼻をかみ、くしゃみをし、咳をしてゴミ箱
をいっぱいにしている。なのにセブへ
来ればそれがない。不思議だ。珊瑚の
島でマイナスイオン・ミネラルいっぱい
の空気が良いのだろう。仕事でセブに
来ていた頃を懐かしく思い出し、いろい

ろと話は弾む。そしてセブ島滞在の始まりだ。安くて欲しいものいっぱいのショッピング。い
つもグーグー寝てしまうマッサージ。人、人、人の市内観光。キャーキャー言いながら強い滝
に打たれてのマッサージ？で我慢比べ（笑）。オスロブまで行きジンベエザメウォッチング。
一面のバナナ畑を眺めながらドライバーのベルナルドさんが海岸線を走る走る！朝早く出
発して、夕方の４時頃にはコーラルポイントリゾートに到着したね。それからパーティーで
ビンゴゲームなどをやったり、踊って歌って涙を流して笑ったね。ベルナルドさんが汗びっ
しょりかいて笑わせてくれたね。本当にありがとう。たのしくて皆感謝でいっぱいです。スタッ
フの皆さん、ありがとう。また一年頑張ってセブに来ますネ。シシグ、（現地の卵料理）おいし
かったナ。

女性陣はデパートとスーパーマーケット巡り、我々男性
陣はコーラルポイントリゾートで気ままに過ごせた♪

大雪の新潟を後にセブへ到着。台風が
来ていたので船が出ず、近くの浜で
バーベキューをして泳ぎました。小さい
魚の群れを砂浜の側で見る事が出来
て一緒に泳ぎました。風のため近くの
スーパーで買い物です。食べた事のな
い色々な果物を買い、梨のような果物、
食べてみたかったドリアンはとても言
葉にはできないほどの異様な匂いでし
たが、美味しかった。今回は、「代表的な
フィリピン料理を食べたい！」と通訳さ
んにお願いし、フィリピン風そば、
チャーハン、シニガンスープ、フィリピン風刺身、それにラプラプ（白身魚）の姿煮をお腹いっ
ぱい食べ満足、満足。別腹に残しておいたお腹にハロハロ（フィリピンの国民的デザート）を
皆んなで美味しくワイワイ言いながら食べました。雨、風で出掛けられない為、近くのデパー
トでシルクの布地を安く買い求め、手芸店ではフィリピン風のクロススティッチの絵を眺め、
楽しい買い物ツアーになりました。普段は行けないトリックアート、オイルマッサージ等も楽
しませてもらいました。博物館では大阪弁の懐かしい日本語が聞こえたので近寄ってみる
と、案内係の方らしく、とても「おもろい」おじさんがいました。今回も通訳さん、運転手さん、
メイドさんありがとうございました。

デパートで楽しい買い物ツアーやトリックアート、
オイルマッサージ等も楽しませてもらいました！

飛ぶというより浮いている感覚のパラセーリング。
３６０度青い空と青い海の南国の景色を堪能！

フィリピン料理をお腹いっぱい食べ満足、別腹にはハロ
ハロ（フィリピンの国民的デザート）で大満足でした♪

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　板倉さん

出発日１２月２１日（４泊５日）
会員歴６年６ヵ月　松崎さん

出発日２月１１日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　板倉さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴１６年６ヵ月　小林さん
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今回もいつもと変わらぬメンバー、久

し振り、初めてといった六名にて七泊で

ゆったりセブ旅行を計画しました。何度

か訪れて、一度は行きたいジンベエザ

メを観にいくチャンスを逃がし続け、今

回こそはと決めバディアンゴルフリ

ゾートへ一足早く入り、早々のゴルフプ

レー。後日、目玉のジンベエザメウォッ

チングへ。この地も早、広く知られ、現

在では人、人、人の賑やかさぶりでした。自然体の大魚を目の当たりに観て、ただ驚くばかり

で感動しました。長旅でマクタンへ戻り、残りの時間はコーラルポイントリゾートを拠点に近

場で移動し、ゴルフ、カジノ、射撃、シーウォーカーと思い思いの一時を過ごし、サヨナラパー

ティーの夜は、アッという間に来てしまいました。毎月の会報、行方会長の「ごあいさつ」の

言葉どおり、いつ来ても、何度訪れても至福の時間を過ごせる最高のセブ島。いつも笑顔で

迎えてくれるスタッフの皆さんに、精一杯の笑顔で…。

ジンベエザメウォッチングでは自然体の大魚を
目の当たりに、ただ驚くばかりで感動しました！

数十頭のジンベエザメが餌付けによ
り泳ぎ回り、迫力のある光景でした！

寒い信州を飛び出し、南国セブへ。気
温差４０度。年齢も性別も職業も違う
皆初めて会う顔ぶれ。ワールドビッグ
フォーで繋がった７人組。最初はとても
不安でした。しかし食住を共にするうち
に前から知り合いだったような感覚に
なる位自然に打ち解けていました。熟
女組３人はなかなか泊まれないビラ
に泊まれ、朝日をゆっくり見ながらとて
も優雅な時間を過ごせたそうです。いく
つになっても美を追求する心は忘れな
い熟女組、異国へ来たからこそ羽を伸
ばし自分へのごほうびとして高級エステ、ネイル、全身マッサージと一応一通りの行程を済
ませ、そしてまた現実へと向かって行く、初めて来た３人はボホール島への観光、シーウォー
カーなどを楽しみ、ネイルや買い物等、あっと言う間に時間が過ぎて行きました。お別れ
パーティーの生バンドとメイドさん達のダンスパフォーマンスは、南国ならではのノリの良
さ！ダンス好きの我が子もおかえしにＡＫＢ４８を踊り、メイドさん達も一緒に踊って楽し
んでくれました。通訳のリゼールがまだトレーニング中だとは言っていましたが、一生懸命
やっている姿はとても感じました。もっと勉強して更に良い通訳兼ガイドさんに成長してくれ
る事を願います。我が子もリゼールとは年も近いことからいつも女子トークで盛り上がって
いました。その姿がとても若さを感じ、ステキだなぁ～と、微笑ましく感じました。楽しい思い
出の時間を過ごした通訳さん、運転手さん、メイドさん達、ありがとうございました。また会え
る日を楽しみにしてます。

セブの魅力は海とそこに住む人々

六名にて七泊でゆったりセブ旅行♪ゴルフ、カジノ、
射撃、シーウォーカーと思い思いの一時を楽しみました！

ダンス好きの我が子もＡＫＢ４８を踊り、メイド
さん達も一緒に踊って楽しんでくれました♪

楽しかったセブの思い出 至福のセブ島

セブの旅
今回３回目のセブ島への旅のお話しが
ありました。平成３０年３月３日～３月
１０日までの７泊８日、５名の会員の
仲間のお誘いにより今回参加すること
ができました。中部国際空港（セントレ
ア）より４時間余り、マクタン・セブ空港
に到着、通訳のノバさん、ドライバーの
ベルナルドさんに迎えられ、夕食後に
コーラルポイントリゾートに着き、多数
のメイドさんの歓迎を受けました。海に
面した豪華な部屋に宿泊し、美しい海
を見ながら朝食を頂いた。バディアンゴ
ルフリゾートへ移動し、ワールドビッグ
フォー所有のゴルフ場で、天候も良く私
達５人でゴルフを楽しんだ。その晩は
こちらのリゾートホテルに宿泊し、早朝
出発。数時間余り更に南に移動し、ジン

ベエザメの見学をしに向かいました。数十頭のジンベエザメが餌付けにより泳ぎ回り、迫力
のある光景でした。次の日は、朝からマクタン島のゴルフ場にて４人でプレーを楽しんだ。
天候も良く、気温も３０度を越えておりバテ気味なゴルフでした。午後は射撃場に行き、射
撃を行いました。まず銃が重いこと、防音ヘッドフォンをしていますが、すごい爆音！日本で
は出来ない体験をさせて頂きました。夜にはセブ郊外の夜景スポットで夜景を楽しみまし
た。後日は、船で２時間余り乗りボホール島に行き、メガネザル（ターシャ）、バタフライ資料
館の見学、不思議な形をした丘が連なるチョコレートヒルズや川を船で遊覧をしながら食
事した。後日、セブカントリーゴルフ場にて４名でゴルフを楽しんだが、さすがに３ラウンド
目は全員に疲れが見える感じです。最終日は朝食後、海底散歩（シーウォーカー）による熱帯
魚が遊ぶ海底の世界へ行って来ました。夜はお別れパーティーを開いて頂き、会社が用意し
てくれた料理、生バンドの演奏、メイドさんの踊り、アッという間のひと時でした。我を忘れて
踊りました。スタッフの皆さんには朝早くから遅くまで、笑顔で接して下さり有難う御座いま
した。大変お世話になりました。

ワールドビッグフォーで繋がった７人組。いつの間にか打ち
解けて、気付けばあっと言う間に時間が過ぎて行きました！

オランゴ島への移動に乗ったバンカー
ボートから見たどこまでも透明で澄み
切ったエメラルドグリーンの海。船首か
ら先は目を遮るものは何もなく、広大
な海と空の中、風を切って走り抜ける時
間は、日頃の悩みもすっかり忘れ、まる
で自然と一体化した様な、そんな幸せ
な気持ちになりました。セブの海はす
べてを温かく包み込んでくれる感じが
します。そして住む人からはキラキラし
た笑顔、それからエネルギーがありま
す。物が溢れて、何が本当で何が一番大切かを失いかけている世の中。１日１日を一生懸命
に生きているというパワーをこの国では感じられます。先が見えない将来の為に下を向いて
過ごすより、周りを気にせず毎日を大切に明るく過ごした方が幸せではないかと思うこの
頃。生活も考えも良い意味でシンプルに生きることを教えられたセブでした。前回は母娘の
２人旅。今回は楽しい仲間との旅でした。全身エステやネイル♪おいしい食事をお腹いっぱ
い食べて、身体の内面からリフレッシュできました。そして、帰国前夜のさよならパーティーま
で、たっぷりセブを満喫できた事は言うまでもありません。思い出に残る日々、ありがとうご
ざいました。

全身エステやネイル♪おいしい食事をお腹いっぱ
い食べて、身体の内面からリフレッシュできました！

今回３回目のセブ島へ行って参りました！
今回もセブ観光とゴルフを満喫してきました！

オランゴ島へ向かう途中のどこまでも透明で澄み切った
エメラルドグリーンの海♪まるで自然と一体化した様です！

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　大塚さん

出発日３月３日（７泊８日）
会員歴１５年１１ヵ月　西村さん

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴１４年８ヵ月　土屋さん

出発日３月３日（７泊８日）
会員歴９年　小松さん


