
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
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ごあいさつ
南国を彩る至福の楽園セブ島ワールドビッグフォーリゾート！

国内旅行感覚で気軽に満喫できる絶好の環境は老若男女も問わず幸福に微笑
む日本では味わうことのできない究極のオアシス。マリンスポーツはもちろん、観光や

ショッピング等も充実しており、女性に優しい自然環境も絶大なる人気を誇る魅力のひとつと
なっております。７，１０７の島で構成されたフィリピン、マニラを中心に経済大国としても今後
期待されている。国民の平均年齢２３歳の生産人口が豊富で元気な親日国です。是非皆様も
ワールドビッグフォーリゾートへ！渡航する度に快適環境へと変貌を遂げるセブ島で、笑顔に富
んだ素晴らしい体験の数々、健康長寿へと繋がる幸福の思い出づくりにもお役立て下さい。

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

南国の暖かい風が誘う究極のリゾート 「コーラルポイントリゾート」

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 
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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！毎年世界中から沢山の観光客が訪れるアジア屈指のリゾ
ートアイランド「セブ島」。近年では世界中で６人に一人が「海外旅行」を経験しているという観光統計もあります。
セブ島・ワールドビッグフォーリゾートでは、日常から離れて過ごすのんびりとした究極のリゾートステイを当社専
属ドライバーと通訳兼ガイドがサポート致します。ツアー旅行では味わえない皆様のくつろぎの滞在をご堪能下さ
い。尚、ご予約は３６０日前から可能です。２月から４月を含めたピークシーズンは混雑が予想されます。ご旅行を
計画される際は、（出発日より４ヵ月前）なるべく早期でのご予約をお勧め致します。ご不明な点は、当社旅行担当
までお気軽にお問い合わせ下さい。　  　　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　編集担当　齊藤充彦

人生観も変わる究極のリゾート！

（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１０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

１１／０１～０３／３１ ￥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）

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

＜編集後記＞
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セブのコーラルポイントリゾートでの

滞在は今回で５回目。入会以来、毎年

夏休みには家族で訪れ、まさに別荘の

ごとく静かにのんびり過ごしています。

到着すると、「おかえりなさーい！」と笑

顔で温かく迎えてくれるメイドさん達、

宮殿のように広くてゴージャスなリビ

ング、青い海を望む静かなプライベー

トプール、息を飲むような朝日・・・と家

族で思い思いの時間を過ごしていま

す。私のお気に入りは、chiスパでのマッサージ、フィエスタベイのフィリピン料理、シャングリ

ラホテルのディナービュッフェ、そしてフレッシュマンゴージュース！今回は、通訳さんオスス

メのアドベンチャーパーク「パパキッズ」で、全長８００ｍの長～いジップラインやフィッシ

ングにもモチャレンジ！釣ったお魚はメイドさん達が調理して下さり、お夕食で頂きました。

お掃除やベッドメイキングは勿論、洗濯や子供の見守りまでメイドさんがして下さり、レスト

ランの予約から送迎まで何から何まで通訳さん任せなので、身も心もすっかり寛げます。通

訳さんもメイドさんもいつも笑顔で息子たちに話かけて下さり家族のよう。コーラルポイン

トリゾートでの滞在は、他のどの高級ホテルにもない、静かで贅沢な、そして温かな空間が

溢れています。また来年も帰りたいセブです♪

毎年夏休みには家族で訪れ、まさに
別荘のごとくのんびり過ごしています♪

ボホール島では８６才の私が石段を上り切り、
チョコレートヒルの絶景を見る事が出来ました！

セブ旅行プレゼント券の有効期限が切

れる直前に、ロサンゼルスに居る娘に

話した所、「ぜひ行きたい!」となり、セブ

で合流しました。日本語で通訳さんに

聞いても解らないところも、娘が英語で

聞くと解って貰えてとてもスムーズな交

渉ができました。２日目は観光とショッ

ピング。セブ市街を一望出来る場所で

夜景を見ましたが、とても綺麗で感動し

ました。３日目はスキューバダイビン

グ。日本人スタッフに対応して頂いて、

初心者でも出来ました。見た事がある魚が近寄って来て、一緒に泳いでる感じです。その後

パラセーリング。これはだれでも出来てとてもスリリングです。段々高くなり空中を浮いてい

る感じです。これはみなさんにお勧めです。４日目はセスナで遊覧飛行。エメラルドグリーン

の海とサンゴ礁の島は、空から眺めると息を飲む程美しい。ボホール島のチョコレートヒル

ズもすべて見えるので遊覧飛行はぜひ乗ってみてください。突然のセブ島旅行で娘からはと

ても喜ばれ、私は娘の英語に助けられてお互いに感謝・感謝の旅行でした。通訳さん、運転

手さん、メイドさんとも話ができて、うちとけあって最後は別れるのが辛くなり、また再会で

きるように約束しました。皆さんも思い切って行ってください。感動が待ってますよ。

楽しかった娘とのセブ旅行

コーラルポイントリゾートでの滞在は、他のどの高級ホテル
にもない静かさで贅沢な、そして温かな空間が溢れています！

セスナで遊覧飛行！ エメラルドグリーンの海とサン
ゴ礁の島は、空から眺めると息を飲む程美しい♪

親子のセブ旅行 来年も帰りたいセブ

８６才で貴重な体験
待ちに待った７泊８日、セブ島の旅が
出来ました事に感謝申し上げます。明る
い太陽とエメラルドグリーンの海と白
い砂浜に迎えられ、夢の様なセブ島の
生活が始まりました。気を遣わない、初
対面の４人グループの仲間に恵まれた
事も最高で心も身体も癒されました。
先ず宿泊施設のコーラルポイントリゾ
ートの豪華さにびっくりしました。日本
ではなかなか食べられない完熟のマン
ゴー、パイナップル、バナナ、ヤシの実。

また、毎日の食事すべてが私好みの味で、その上、値段が安いのも最高に嬉しかったです。
毎日の観光も天気に恵まれ、目いっぱい楽しむ事が出来ました。ボホール島ではチョコレー
トヒル（８６才の私が石段を上りきって幸せ）やメガネ猿を楽しみ、他でも数々の教会や寺
院、白い砂浜では３０年振りの海水浴、美しい滝、その他いっぱい楽しい事が出来ました。
のんびりとショッピングの後はエステマッサージ、足裏マッサージと日本ではなかなか出来
ない事を８６才の人生で貴重な体験を味わい、長いと思った旅もあっという間に過ぎ、本
当に楽しい旅をさせて頂き、同行の３人さんにも感謝申し上げます。メイドさん通訳さんド
ライバーさんも至れり尽せりの心遣いをして頂き感謝してもしきれないほどです。本当にあ
りがとうございました。またのチャンスを夢見てお礼申し上げます。

パラセーリングに挑戦して娘とセブの上空へ！
これはだれでも出来て、とてもスリリングです♪

娘と初めてのセブ旅行。ツアー旅行と
違い不安もありましたが、マクタン・セ
ブ空港ですぐに通訳さんと会えました。
コーラルポイントリゾートに着くとメイ
ドさんが出迎えてくれ、マンゴージュー
スを頂きました。その味の美味しいこ
と！！初日の夜はニューハーフショーを
楽しみました。２日目は貸切プールで
泳ぎ市内にショッピングへ。３日目は往
復２時間の外乗へチャレンジ。２人共
ビジター経験しかありませんが、無事
に山頂まで行く事ができました。牧場
から頂上を目指し、山道をひたすら歩くこと１時間。眼下にセブの街が広がり、馬の背から見
る景色は雄大で疲れも忘れるほどでした。その後、市内観光へと行き、サントニーニョ教会
や道教寺院など色 と々案内して頂きました。４日目はラプラプ公園やセブ最大級の動物園
「クロコランディア」へ行き、アドベンチャーパーク「パパキッズ」でジップラインを初体験。海
の上を風を切って進むのは爽快でした。最終日の夜は会社から私達２人だけの為にディナ
ーに招待して頂き感動しました。多国籍のバイキングを楽しみました。初日から最終日まで
天候にも恵まれ、連日マッサージをして癒され、美味しいフィリピン料理を堪能し、とても充
実した楽しい旅となりました。お世話になった通訳さん、ドライバーさん、メイドさん本当に
ありがとうございました。

牧場から山頂を目指し、山道をひたすら歩くこと
１時間。馬の背中から見る景色は雄大でした！

日本ではなかなか食べられない完熟の果物、食事すべてが私
好みの味で、その上、値段が安いのも最高に嬉しかったです♪

娘と初めてのセブ旅行は、天気にも恵
まれとても充実した楽しい旅となりました！

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　金井さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴７年　平井さん

出発日８月６日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　小林さん

出発日６月８日（７泊８日）
会員歴２年７ヵ月　岸さん
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初めてのセブ島旅行でした。ハワイや
グアムなどとは少し違い情報が少なく、
正直出発直前まで「どんな所だろう？」、
「治安は大丈夫だろうか？」など心配な
事が沢山ありました。しかし現地の空
港に着き、通訳さんとドライバーさんに
会ったらその心配は全くなくなりまし
た。とても親切でフレンドリー。私達の
要望をしっかり聞いて下さり、最終日ま
で本当に満足のいく旅行になりまし
た。１日目はアメージングショーに行
き、その後はフィリピン料理のレストラ
ン、夜にはコーラルポイントリゾートま

でマッサージの方を呼んで頂き、初日から大満足の内容でした。２日目の朝はメイドさんが
朝食を用意してくれていて、フレッシュな手作り完熟フルーツジュースが本当に美味しかっ
たです。その後はシーウォーカーをするために通訳さんと海へ。女性２人で行ったのです
が、ずっと通訳のミッシェルさんが案内や説明をしてくれて、安心して楽しむ事ができまし
た。海の中へ入ったら日本の海とは別世界！！美しいエメラルドグリーンの海の中で間近に
魚やサンゴを見る事が出来、本当に良い思い出になりました。３日目、ボホール島のメガネ
ザルを見に行ったり、チョコレートヒルズという絶景を見に行き、沢山歩いて大変でしたが
最高でした。最終日前夜にはショッピングに行き、とても大きなモールに行ったのですが、ミ
ッシェルさんが丁寧に案内してくれ、ドライバーのベルナルドさんは買った物を持ってくれ
て、本当に有難かったです。行く前にはあまり期待していなかったセブ島でしたが、今回で
セブ島が大好きになりました！！ミッシェル、ベルナルド！！本当にありがとう☆

本当に満足のいく旅行になり、
今回でセブ島が大好きになりました！！

仲間との旅行はとても幸せ！ どこへ行
こうかと前々から楽しみにしていました！

待ちに待った４泊５日のセブ旅行で
す。１歳７ヵ月の孫を含む６名で、新潟
からセブへ旅の始まりです。孫が一緒と
いうことで、いろいろ心配はつきません
でしたが、何とかマクタン・セブ空港に
到着しました。空港には通訳のミッシェ
ルさん、ドライバーさんが待っていてく
れました。この日から最終日までミッシ
ェルさんには本当にお世話になり感謝
しています。私達がゆっくり観光できる
よう、孫の面倒をみてくれ、孫もすっか
り懐いておりました。メイドさん達にも甘えて、孫の面倒を見てもらい、毎日大はしゃぎしてい
ました。海（マリンスポーツ）にエステ、ショッピング、アメージングショーそしてボホール島、
娘と姪はシーウォーカー。お天気に恵まれたお陰で、どれも楽しむ事ができました。チョコレ
ートヒルズの２００段以上ある階段を孫を抱いて登り降りしてくれたミッシェルさん、お疲
れ様でした。帰国前夜の楽しいさよならパーティーは最高の思い出になりました。皆で飲ん
で食べて踊って♪♪孫も大興奮！！ドライバーさんのイメージとのギャップにびっくり！！是非
また見せてもらいたいので近いうちに必ず来ますね。最後にこの様な安心で楽しい旅行が
体験できたのも、ミッシェルさん、ドライバーさん、メイドさん達、皆様のお陰です。本当にあ
りがとうございます。ワールドビッグフォーに出会えて心から感謝しています。

感謝と感動のセブ旅行

エメラルドグリーンの海の中で間近に魚やサンゴ
を見る事が出来、本当に良い思い出になりました！

２００段以上ある階段も通訳さんが孫を抱い
て登り降りしてくれてとても感謝しています！

初めてのセブ旅行 初めてのセブ島

セブ旅行
今回は３回目のセブで６月１８日、６
人で村上市を出発しました。仲間で旅
行に出かけられるというのは、とても幸
せな事です。そして、今回は６泊７日と
時間があるので、どこへ行こうかと前々
から楽しみにしていました。マクタン・セ
ブ空港に着くといつもの様に、通訳さん
が迎えに来てくれて一安心です。セブの
町は若者の集まりで、活気があります。
私達の住んでいる村上市とは大違いで
す。又、あちらこちらで、道路工事やビル

の建設と大賑わいです。子供達もあちらこちらから出て来て、学校に行っていました。その人
数の多い事。車中で私は「ワォ～！」とおどろきです。私達は連日お出かけです。今回はパラセ
ーリングに始まり、バディアンゴルフリゾート、カワサン滝、ジンベエ鮫、射撃、アメージング
ショー、チョコレートヒル、ショッピング、島でのバーベキュー、等々フル回転です。最後の夜
はさよならパーティー。どれもこれも楽しかったです。そして、マンゴーの美味しかった事。毎
日食べて、食べて、食べまくってきました。日本には持って帰れないし、お腹に入れて、ますま
す太って帰路に着きました。いつもの事ですが、通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、皆
様、本当にお世話になりました。皆様のお陰で楽しい旅ができます。感謝です。ありがとうご
ざいました。

天気に恵まれたお陰でどれも楽しむ事が
出来ました。そして安心して楽しめました！

憧れのセブ島。マクタン・セブ空港から

車でコーラルポイントリゾートに到着

すると、メイドさん達が笑顔とマンゴー

ジュースで出迎えてくれました。そして

豪華な施設にビックリ！！２日目はバン

カーボートに乗りパンダノン島へ。エメ

ラルドグリーンの海と真っ白い砂浜に

大はしゃぎです。お昼はメイドさん達が

用意してくれたバーベキューに舌鼓。３

日目はボホール島にフェリーで行き、クルージングランチとメガネザルを見学し、チョコレー

トヒルにも行きました。コーラルポイントリゾートのテラスから眺める朝日と朝焼けの海は

「素晴らしい！」の一言でした。運転手さん、通訳さん付きの車でショッピングにエステ、マッ

サージ三昧。コーラルポイントリゾート、大富豪の別荘での５日間はセレブな奥様気分で

す。メイドさん、運転手さん、通訳のミッシェルちゃん、ワールドビッグフォーの関係者の皆

様、本当にありがとうございます。そして御社の素晴らしさに感謝・感謝です。

パンダノン島ではメイドさん達が準
備してくれたバーベキューに舌鼓♪

マリンスポーツに始まり、毎日フル回転の
日々でした。皆さんありがとうございました！

フェリーに乗ってボホール島へ！チョコ
レートヒルズの絶景をバックにピース♡

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　鈴木さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　山谷さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　太田さん

出発日６月１８日（６泊７日）
会員歴６年３ヵ月　齋藤さん
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朝３時に起きて、成田に行き、９時の

便で出発しました。ワクワクしてマクタ

ン・セブ空港に着くと、通訳のミッシェ

ルさんが「お母さんおかえりなさい！」と

言って出迎えてくれました。先ず、バナ

ナやマンゴー等の果物を買ってその

後、ニューハーフショーを見てからコー

ラルポイントリゾートに向かいました。

到着してウェルカムドリンクのマンゴージュースを頂きながら打ち合わせ。シュノーケリング

やバーベキュー、浅瀬で魚と追いかけっこ。大好きな海やプールで沢山泳ぎ、海無し県の私

には夢のよう！！ショッピングにも行き、盛りだくさんの一日で、寝る前にはオイルマッサージ

もして頂きました。３日目はセブ本島に行き大きなモールでショッピング。４日目もセブ本

島に行き観光、マルコポーロホテルでランチをして、夜は生バンド付のお別れパーティー。

メイドさん達と踊って身も心もリフレッシュできました。ありがとうございました。

大好きな海やプールで沢山泳ぎ、
海無し県の私には夢のよう！！

ラプラプ公園のお土産はと
ても安く、２回も行きました！

とにかく朝から晩まで笑いの絶えない
楽しい１週間のセブ旅行でした。島は
雨季に入ったと言うけれど、日本の梅
雨と違ってスコール。深い緑の樹木を
更に濃くするように、突然に黒雲が沸
いて、雷と共に豪雨。幸い移動中だった
りして、直接被害には遭わなかったけ
れど、南国の体験も新鮮でした。年令も
８３才、体力も限界だろうし、３度目の
来島は無理かなと思い、何でも体験し
ていこうと決めていました。パラセーリ
ング、シーウォーカー、エメラルドグリーンの水の上を大暴走するバナナボートには特に歓
声をあげました。滝を見に行った時も山道を３人乗りのオートバイで疾走したことも爽快で
した。５０年ぶりのバイクでした。滝壺の水の美しさもさることながら、とにかく毎日が楽しく
笑いの絶えない１週間でした。日本での日常の煩雑さから心から解放された日々。つくづく
とセブへ来てよかったと思いました。そして、セブ島の変わりようにも驚きでした。前回、来島
した時よりも、街は整備され、何処へ行っても建設ラッシュ。車は多く、人々は溢れ、特に若者
の姿が多く、間違えなく発展するこの国の将来を見たようでした。笑いの絶えないムードメ
ーカーの居る一週間の旅行。それをプレゼントして下さったワールドビッグフォーに感謝で
す。皆様のお陰です。ありがとうございました。

楽しかった二度目のセブ

セブ市内でショッピング中、偶然出
くわしたジョリビーくんと記念撮影！！

日常の煩雑さから心から解放された日々。つく
づくとセブへ来てよかったと思いました！

笑いの絶えない一週間 ６人の楽しい楽しい旅でした

セブ島バカンス
子供達に海外旅行の経験をさせたいと
思い、セブ島旅行を決めました。不安と
期待を胸に、コーラルポイントリゾート
に着くと、リビングから見える壮大で綺
麗なオーシャンビューに心奪われまし
た。ジンベエザメを見に行きたいと通
訳さんに相談すると、朝早くなる為、バ
ディアンゴルフリゾートに予約してくれ
て、そこに前泊して行く事になりました。
午前中しか見る事ができない為か、既
に多くの観光客で賑わっていました。子
供達は通訳さんと一緒に船の上から観
察、私達は海に潜りました。ジンベエザ

メは直ぐ目の前にいて、予想以上の大きさで迫力満点でした。マリンスポーツでは６才の
息子も一緒にパラセーリングやシーウォーカーをする事ができたり、２才の娘はバナナボ
ートに乗る事ができました。とても良い思い出ができました。子供達の満面の笑みを見て、〝
セブに来れて良かったなぁ″と思いました。ショッピングや海で遊んだり、メイドさんや通訳
さん、ドライバーさんとのふれあい等、楽しかった７日間はあっという間に過ぎてしまいまし
た。セレブ感満載で、言葉や交通手段、洗濯の心配がいらない海外旅行は、とてもありがた
く幸せな日々でした。最後の日、通訳さんとのお別れは涙がでました。綺麗な海と美味しい
マンゴーを食べにまたセブに行きたいと思える旅行でした。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。

年令も８３才、体力も限界だろうし、３度目の来島は無
理かなと思い、何でも体験していこうと決めていました

今回は２年振り、２度目のセブ旅行で

した。私達夫婦と友人４名、総勢６名で

の旅行でした。先ず最初に、街がきれ

いに成った事と、車の数が２年前より

ずっと多く成ったのには驚かされまし

た。今回は６泊７日の旅でしたが、２日

目はマリンスポーツで楽しみ、３日目

はカワサン滝とジンベエザメウォッチ

ングで楽しみました。４日目はショッピングと射撃で楽しみ、夜はニューハーフショーで楽し

みました。５日目はボホール島に渡り、チョコレートヒルとロボック川でランチ付きクルーズ

を楽しみました。最終日はパンダノン島でのＢＢＱを楽しみ、夜はさよならパーティーをして

頂き、生演奏とメイドさん達の踊り、そして私達も仲間入りして楽しいセブ滞在最後の夜とな

りました。同行して下さった皆さん、お世話して下さったセブのスタッフの皆さん、大変お世

話に成り有難うございました。以上。

島のほぼ中央にある円錐状の小丘群「チョコレートヒル」。
その数１７７６だそうです。とても素晴らしかった♪

海に潜ると小さな魚が沢山！！ 子供達の満面の笑み
を見て、〝セブに来れて良かったなぁ″と思いました！

妻と友人4名でセブの青い空、青い海を
満喫！ 今回の旅は本当に満足でした♪

出発日６月１８日（６泊７日）
会員歴３年４ヵ月　近藤さん

出発日６月２２日（４泊５日）
会員歴７年１０ヵ月　髙橋さん

出発日６月１８日（６泊７日）
会員歴５年　中野さん

出発日８月１２日（６泊７日）
会員歴１１ヵ月　中野さん
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２回目のセブ島旅行ですが、マクタン・
セブ空港へ着いて空港が大きく立派に
なっていたのがびっくりでした。通訳さ
ん達と無事合流し、途中で夕食をとって
コーラルポイントリゾートに着き、メイ
ドさん達が温かく迎えてくれました。今
回は女房と娘夫婦、孫２人の６人でし
たが、どの部屋を使ったら良いのか悩
むほど広いフロアーでした。２日目は
セブ市内観光（寺院等）車で移動しな
がら見ると前回来た時よりも車が増え、
交通渋滞が激しくなっていると感じま

した。私が興味を引いたのは日本の軽トラック（？）を改造した車が多く、日本で言う路線バ
ス（？）でした。フィリピンの経済発展を感じた一つでした。帰りに野菜や果物を売っている
市場でスイカ、バナナ等を買い、朝食に出して頂きました。３日目は無人島へバーベキュー・
海水浴に出かけましたが、船が途中で故障し、他の船に乗り換えるというハプニングがあ
り、２時間ほど遅れて到着。海はきれいで孫達も喜んで泳ぎまくり、バーベキューも美味しく
頂きましたが、島での滞在時間が短く少し残念でした。４日目は孫達とプールで泳ぎ、午後
は市内へショッピング（ドライマンゴーもしっかり土産に買いました）。マッサージを頼みま
したが、とても気持ちよく疲れが取れたような気がしました。食事もフィリピン料理等の美味
しいお店へ連れて行って下さり、特にシューマート（ショッピングモール）内のバイキングは
絶妙でした。通訳さん、運転手さん、メイドさん達も親切にして頂き楽しい５日間でした。

野菜や果物を売っている市場でスイカ、
バナナ等を買い、朝食に出して頂きました！

朝食のマンゴーは特に最高に美味
 でした。また食べたくなりました♪

初めてのセブ島で何もかもわからなか

ったが、通訳さんやメイドさん達が色々

と親切にしてくれたので、とても充実し

た楽しい旅行になりました。初日は着

いた時間が夜だったのでスペイン料理

を食べて、宿泊先であるコーラルポイ

ントリゾートに行きました。大きな別荘

でとても感動しました。二日目はシーウ

ォーカーで海の中に入りました。初めて

の体験でとても緊張しましたが、沢山

の魚たちに囲まれ、とても神秘的で貴重な体験が出来ました。三日目はこの旅行で一番楽し

みにしていたボホール島に行きました。船で二時間ほどかかりましたが、スネークセンター

では大きな金色のヘビを触ることができました。バタフライセンターではたくさんの蝶が周

りに集まって来て楽しかったです。メガネザルは想像よりはるかに小さく、とても可愛く感動

しました。四日目はバーベキューをしました。きれいな海と美味しいシーフード。日本では考

えられないような贅沢な時間でした。夜はワールドビッグフォーのスタッフのみなさんがサ

ヨナラパーティーをしてくれました。とても盛り上がり、最高な時を過ごしました。また絶対行

きたいです。

２回目のセブ旅行

今回は女房と娘夫婦、孫２人の６人でセブへ！ セブ市内観光
から島巡りでバーベキュー、フィリピン料理も堪能しました！

最後の夜、サヨナラパーティーをしてもらい、
とても盛り上がり、最高な時を過ごしました！

初めてのセブ島 ２回目のセブ島

２度目のセブ旅行
今年６月、２度目のセブ旅行に行って

きました。２年前のセブ島は５月で、今

回は６月なので日本で云う入梅の時期

です。車での移動中に雨に会ったりしま

したが、そう濡れる事も無く楽しんでき

ました。今回は７日間と長く、パラセー

リング、バナナボートと波しぶきに当た

りながら、波の上を走る楽しさを満喫で

き、皆で若さを取り戻した様に楽しんで来ました。６名での旅は、気の合った者同士の旅と

あって、和気あいあいと楽しく、日本では味わう事の無い旅行でした。チョコレートヒルズも

２年前は本当にチョコレート色でしたが、今回は雨季のせいかで草が青 と々して、また違っ

た色の景色を見る事が出来ました。通訳のノバさん、ドライバーさん、メイドの皆様には大

変お世話に成りました。また機会があればセブに行きたいと思います。

楽しみにしていたボホール島では、大き
な金色のヘビに触れる事ができました。

初めてのセブ旅行は６年前に行きまし
たが、とっても楽しく夢の世界へ来た感
じでした。パラセーリングや、ボホール
島、チョコレートヒルズ等々の観光を４
泊５日と忙しく歩き回ったので、「今回
はゆっくりショッピングしよう！」と決め
て行く事になりました。以前は成田空港
からでしたが、今回は中部国際空港よ
りマクタン・セブ空港へ向かい、４時間
余りで到着しました。通訳のノバさん、
ドライバーさんに迎えられると空港が
以前より広く美しくなっているのに驚き
ました。コーラルポイントリゾートに着
くと多数のメイドさんの歓迎を受け、ウェルカムドリンクのマンゴージュースを頂き最高でし
た。一人ずつ豪華な部屋に宿泊しました。２日目は、マンゴーを買ったり、デパートに行きゆ
っくり食事をしたり、ショッピング。４人でお揃いの黒いTシャツと食材を買って帰り、コーラ
ルポイントリゾートのメイドさんに夕食を作って貰い、皆でワイワイ夕食を楽しみました。３
日目はカオハガン島へ船で行きスタッフの方々がバーベキューをして下さり美味しく頂き、
海に入ったり、キルトのお店へ行き楽しみました。コーラルポイントリゾートに戻ってから海
水プールで泳いだりシンクロをして楽しみました。夜はニューハーフショーを見に行き、ビー
ルを飲みながら笑って楽しいショーを見て来ました。４日目は近隣の観光とデパートでショ
ッピング。夕食のバイキングは今までに見た事の無い豪華なメニューで、大満足の４泊５日
もあっという間に過ぎてしまいました。メイドさん、ドライバーさん、通訳の方のお陰で楽し
い旅行が出来た事に感謝致します。

４人でお揃いの黒いTシャツと食材を
買って、皆でワイワイ夕食を楽しみました！

ボホール島へ渡り、ロボック川でランチクルーズ。
その後はチョコレートヒルズと自然を満喫しました！

コーラルポイントリゾートでは海水プール
で泳いだり、シンクロをして楽しみました♪

出発日６月９日（４泊５日）
会員歴１１年４ヵ月　板山さん

出発日７月２５日（４泊５日）
会員歴１０年　酒井さん

出発日８月１８日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　泰永さん

出発日６月１８日（６泊７日）
会員歴３年６ヵ月　近藤さん
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マクタン・セブ空港に降り立ったとた
ん、あのジワッとした暑さにおそわれ
た。しかし、梅雨真最中の日本出発であ
った為か、その暑さは直ぐになれた。３
回目のセブ旅行にも新たな体験や感
動、喜びがあった。①「海に浮くことがで
きた！」水が苦手な私は自分の体が水
に浮くなど考えられなかった。温かで穏
やかなセブの海に長時間浸ることがで
きたことは感動であった。②「初めての
ジンベエザメウォッチングを体験し

た」。性格はおとなしいと聞いていたが、間近で見るサメは映画「ジョーズ」を連想させるほ
ど十分な迫力があった。オスロブまでの厳しい？道中を忘れさせる感動の体験となった。③
「佐藤統括のご配慮による、大きなバースデーケーキで何回目？となるか誕生日祝いを皆で
していただきました」。本当にありがとうございました。大いに若返りました！④「その他、ボ
ホール島では世界最小のメガネ猿ターシャとの再会、浜でのバーベキュー、デパートでの
買物、美味しい食事等々、様々に楽しませていただいた」。通訳さん、ドライバーさん、メイド
さんなど現地の皆さんに心よりお礼を申し上げたいと思います。お陰様で心身のリフレッシ
ュができました。最後に、このような場を提供していただいた行方会長はじめスタッフの皆
様、ワールドビッグフォーに心より感謝です。ありがとうございました。

お陰様で心身共にリフレッシュ出来
ました。皆さん有難うございました！

初めてお会いする方もいらっしゃいましたが、
良い仲間に恵まれ、楽しむ事が出来ました！

再びワクワクしながら常夏のセブ旅行

が始まりました。今回は雨の予報で心

配しましたが、天候に恵まれ、毎朝窓か

ら見える南国の大海原を眺めながら、

フルーツジュース、マンゴーをゆっくり

味わい、日々の忙しい生活を忘れられ

ました。カオハガン島の綺麗な遠浅の

海で海水浴を楽しみ、スタッフに用意し

ていただいた海鮮バーベキューでお腹

を満たし、南国情緒を楽しみました。ボ

ホール島観光へ行き、チョコレートヒルズへの急な階段を登り、見渡す景色に魅了されまし

た。バディアンゴルフリゾートへ行く途中、マンタユパン滝を観光、マイナスイオンと大自然

の景観で元気を頂きました。ジンベエザメに逢いにセブ最南端オスロブの海へ行き、船で

沖に出ると餌を求め大きな口を開けて近づいて来る姿は迫力いっぱいで圧巻でした。最後

の夜は「さよならパーティー」をプレゼントして頂き、生バンドと歌、メイドさん達の踊りに誘

われ一緒に輪になり踊り、和やかなひと時を過ごさせて頂きました。これも現地スタッフが

いつも笑顔と優しさで接してくれたおかげで、楽しい思い出ができたセブ旅行でした。あり

がとうございました。

優雅な時間を過ごせるワールドビッグフォーの旅

３回目のセブ島でしたが新たな
発見、沢山の感動がありました！

さよならパーティーをプレゼントして頂き、メイド
さん達に誘われ、一緒になって踊りました♪

楽しいセブ旅行 新たな体験と感動

初めてのセブ旅行
会員でセブ旅行をされた方からのお話

を聞き、１度は行ってみたいと思ってい

ました。お誘いがあった時は、二つ返事

で「連れて行って！」と言っていました。

今回は総勢８名の旅で初めてお会い

する方もいらっしゃいましたが、和気

藹 と々良い仲間に恵まれ楽しむ事が出

来ました。一番印象に残っているのは

シーウォーカーでした。目の前に綺麗な

熱帯魚が沢山寄って来て感動しました。

海の中に潜る不安があったので体験後、参加した４人で手を取り合って喜びました。パンダ

ノン島での海水浴やバーベキュー、ボホール島では眼鏡ザルの「ターシャ」を見たり、船上

バイキング。バディアンゴルフリゾートに泊まった時はマッサージを受け、旅の疲れも解消し

ました。ボートに乗ってジンベエザメを見学したり、買い物は間違いが無いように現地スタ

ッフのフォローがあったり、安心して旅を続ける事ができました。毎日が充実していて、あっ

という間の一週間でした。現地スタッフの皆様には親切にして頂き、引率して下さった仲間

の皆様には本当にお世話になりました。思いきって参加して良かったです。良い思い出とな

りました。ありがとうございました。

沢山の階段を登りきると、そこにはチョコレ
ートヒルズ。見渡す景色に魅了されました！

日本は梅雨の中、総勢８人で統括さん
にお連れいただいた楽しいセブの旅
に行ってきました。たった４時間のフラ
イトで別世界。日本と一時間の時差し
かないセブ。今回で２回目のセブでは、
前回同様ニコニコした通訳さんとドラ
イバーさんが空港までお出迎えをして
くださったので不安はなしでした。日本
の高級車で大富豪の別荘、コーラルポ
イントリゾートへ。顔見知りのスタッフ
の笑顔が旅の疲れを吹き飛ばしてくれ
ました。次の日から白い砂浜の島でバ
ーベキューや海水浴、ワンピースみた
いな船でクルージングしました。あと感動したのは、セブ島にある９８mのマンタユパンの
滝や、ボホール島のターシャという可愛いおさるさん、大きなヘビ、美しい蝶々。まだまだ楽
しい企画は続き、毎日巨大なエビに舌鼓を打って、朝はフレッシュなフルーツのシェイクをメ
イドさんが作ってくれて優雅な時間を過ごしました。最後の晩は、さよならパーティー。誕生
日の男性もいらっしゃり、バースデーパーティーも兼ね、３０人位で大盛り上がり。私は初め
てのダンスにもかかわらず、陽気な気分になり思わずステップを踏みました。こんな非日常
な時間を与えていただいたのも、ワールドビッグフォーとの出会いがあったからです。毎月
の施設利用券買い取り金が郵便局に振込まれてくるのは本当に有難く、これからの人生に
有意義に生かしてゆけ、感謝ばかりです。後、一緒の旅で、新しい仲間と出会えたこと、そのほ
か全てにありがとう。ありがとうです。

ボホール島のターシャという可愛い
おさるさんにはとても癒されました♪

１度は行ってみたいと思っていました。お誘いがあった
時は、二つ返事で「連れて行って！」と言っていました♪

白い砂浜の島でバーベキューや海水浴、
ワンピースみたいな船でクルージングしました！

出発日６月２４日（６泊７日）
会員歴９年６ヵ月　上野さん

出発日６月２４日（６泊７日）
会員歴１２年　遠藤さん

出発日６月２４日（６泊７日）
会員歴１０年６ヵ月　武井さん

出発日６月２４日（６泊７日）
会員歴６年４ヵ月　山田さん
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昨年の興奮が覚めやらぬまま、今年は
名カメラマン、冨田さんもご一緒して頂
き、総勢８名でのセブ島旅行。到着して
新しく生まれ変わったマクタン・セブ空
港は、多種多様な国々の観光客と地元
民で溢れ、これから更に進化を遂げそ
うな予感さえしてきます。今夏は憧れの
コーラルポイントリゾートのスペシャ
ルビラに滞在させて頂き、数々の素敵
なスポットを散策しました。改めて巡っ
てみると実はとっても可愛らしい花が
咲いていたり、プールバーや海へと続
く、小路があったり、建物ばかりではな

く施設全体がひとつの物語の風景になっているかの様に趣を奏でていました。それは、素
晴らしい所に滞在できる感動を味わった瞬間でもありました。感動のアルニカスパでの体
験は、３時間のプルメリアバス付きのコースでも４５００ペソとお値打ちで、日本人スタッ
フも常駐している事から細かい意向も伝わります。尚且つ施術も丁寧でカード支払いも出
来ます。食事はイタリアンレストラン「アンザニ」がお勧めです。夜景が綺麗に見える場所に
あり、お店の雰囲気もさながら、お料理が上品で細かく行き届いたサービスに惚れ惚れし
ました。夜のパーティーでは、生演奏も加わり、美味しい料理とメイドさん達の軽やかなダン
スで、セブ滞在の最終日前夜に相応しい感動的な一夜となりました。「帰りたくな～い！」と言
うのが本音ですが、今回も素晴らしい旅を提供して下さったワールドビッグフォーの皆様に
感謝を込めて、また来年まで余韻に浸りたいと思います。有難うございました。

感動のアルニカスパでの体験は、３時間のプルメリア
バス付きのコース。日本人スタッフも常駐しています。

船酔いする私はみんなを見送る事に・・・。
その代り敷地内にあるプールを一人占め♪

今回は娘が初めてのセブ訪島でした。

セブへ出発しの日はたまたま満月で、

セブに着く直前に見えた機上からの夕

日と満月がとてもキレイに見えました。

６月からセブは雨季ということで、予報

を見るとずっと雨だったので心配して

いましたが、滞在中は雨に降られること

はありませんでした。セブの天気予報

は外れる事が多いらしく、ある意味ラッ

キーでした。前回と日程的にはほぼ一緒でしたが、今回はナルスアン島へアイランドホッピ

ングで行き、シュノーケリングをして色とりどりの魚が泳ぐのを見て、船上でバーベキューを

食べました。前回行った夜景の綺麗なレストランが無くなっていたのは残念でしたが、ホテ

ルのバイキングでは和食もあり、滞在最後の夜、少し日本食が恋しくなった頃だったので嬉

しかったです。家族３人だけで行ったのに、専属でドライバーさんや通訳さん、メイドさんは

２名も付いて下さって、朝早くから夜遅くまでお世話になり、とても安心して楽しい旅行がで

きました。ありがとうございました。

またすぐに行きたい！セブ・セレブ旅行③

今夏は憧れのスペシャルビラに滞在させて
頂き、数々の素敵なスポットを散策しました！

ナルスアンでシュノーケリングをして、綺麗
な魚が沢山泳ぐのを見る事ができました

２度目は娘が一緒に 燦 と々太陽が降り注ぐ寛ぎに富んだ癒しの空間

愉快な仲間と過ごす楽しい時間
日帰り旅行から海外旅行、キャンプやロ
ングツーリングと体力勝負の青春時代。
４０歳からは海外旅行先で知りあった
愉快な仲間とのんびり過ごすスタイル
の旅へと変わり、今回のセブ旅行は、そ
んな愉快な仲間達とバブル期を思い出
すような豪華な旅になりました。オーシ
ャンビューのコーラルポイントリゾート
のスペシャルビラで過ごす４泊５日。
プライベートビーチまで船が迎えに来
て、そのままアイランドホッピングへ！残

念なことに当時は波が高く、船酔いする私はみんなを見送る事に・・・。その代りに敷地内に
あるプールを一人占めできました。スタッフの皆さんが、通るたび人懐っこい笑顔で声をか
けてくれました。その他にもショッピングや豪華ホテルでの食事や女性の大好きなリゾート
スパにも、通訳さん運転手さんがいるので安心して行くことができ、日頃の疲れを癒すこと
ができました。更に村松理事の出版記念パーティーで知り合えた方 と々最終日に合流し総
勢８名となり、生バンド演奏でパーティーの開催。スタッフの皆さんの踊りでディスコ世代
の私に火がつき、負けじと筋肉痛になるまで踊りました。今回楽しく過ごせた仲間に感謝。ス
タッフの皆さんに感謝。自分に与えられた時間と健康に感謝し、また行く日を楽しみに頑張
りたいと思います。Ｌｉｆｅ ｉｓ Ｂｅａｕｔｉｆul

家族３人だけの旅行に、専属でドライバーさん、
通訳さん、メイドさんがお世話してくださいました！

大切な友達に伝へ続けた３年目の今

年は、嬉しいことに友達の友達も一緒

に総勢８名でワールドビッグフォーの

コーラルポイントリゾートへ！往きの飛

行機で隣合わせになり仲良くなった若

いカップルも晩御飯のメンバーに加わ

ったり、ワールドビッグフォーのお陰で

友達の輪が広がり、楽しくワクワクの毎

日です！明るいスタッフの皆さんの笑顔

と心遣いに癒され、青い碧い空と海、安

くて美味しいご飯やショッピング、アクティビティにはしゃぎまくり、今回も大満足の旅となり

ました。滞在中、色々なお願いを快く叶えてくれた通訳のミッシェルさん、ドライバーのフラ

ンシスさん、可愛いメイドさん達、そして今回同道してくれた大切な友人達、専属カメラマン

のように活躍して下さった冨田統括、大パーティーを開いて下さった村松理事、ワールドビ

ッグフォーに巡り合わせてくれた谷津田さん、入会のキッカケとなり初めてのセブ旅行４日

前に亡くなった母に感謝の気持ちで一杯です。引き続き大切な友人達に伝え続けていこうと

おもいます。

青い碧い空と海、スタッフにも癒され、食事、ショッ
ピング、アクティビティにはしゃぎまくりでした！

愉快な仲間達とバブル期を思い
出すような豪華な旅になりました！

大切な友人達８人と来ることができました。
３年間伝え続けた甲斐がありました！

出発日７月７日（１０泊１１日）
会員歴３年　橋本さん

出発日７月９日（４泊５日）
会員歴２年　小林さん

出発日６月２８日（４泊５日）
会員歴３年５ヵ月　佐久間さん

出発日７月９日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　大野さん
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「行けばわかるから！」入会当初から折
に触れ聞かされていたセブ。そして入
会から１年、ついにセブ旅行が実現し
ました。ウワサ通り、泊まるお部屋は超
豪華。メイドさん、通訳さんに運転手さ
ん付き。海外旅行につきものの危険や
緊張感とは程遠く、すっかりおまかせで
セレブ気分を満喫しました。思い出を
一つに絞るのは難しいですが、一番に
思い出すのはアイランドホッピングで
す。訪れた先の海の色は特筆ものです

が、島へ向かう船上で感じた海風の心地よさが懐かしく甦ります。物価の安さにも驚きまし
た。食べ物は安くて美味しく、ちょっと奮発したディナーでも皆で４～５千円程度。衣類品も
安くて現地ブランドの素敵なセンスが光るＴシャツや小物等がいっぱいで、ついついオト
ナ買いしてしまわないよう注意が必要でした。酷暑の日本より過ごしやすいセブで、大切な
友人達と心からリラックスして楽しい時間を持つことができました。このような贅沢な一時
に恵まれたのもワールドビッグフォーを紹介してくれた橋本さんのお陰です。ありがとうご
ざいました。ワールドビッグフォーを通じて知り合った、個性的でエネルギッシュに人生を謳
歌する友人達に大いに感化され、私も素敵な日々を過ごしていけたらと思います。そしてま
たいつか、セブを再訪できることを夢見ています。

このような贅沢な一時に恵まれたのもワール
ドビッグフォーを紹介してくれた橋本さんのお陰です！

笑顔で一生懸命案内してくれた通訳の
ダイアナさん、とても楽しかったです♪

仕事のお休みがとれ、ワールドビッグ

フォーのご縁もあり、家族で初めての海

外旅行にセブへ行ってきました。行く事

を決めた時から、コーラルポイントリゾ

ートの写真や知人の話を聞き、「本当に

そんなサービス付きの旅行が出来るの

か？」と正直、半信半疑でした。でもマク

タン・セブ空港に着くと、通訳さん、ドラ

イバーさんが優しく出迎えてくれ、コー

ラルポイントリゾートに着くとメイドさ

ん達がお出迎え。朝食の準備、お洗濯

やお掃除までやってくれたので、改めて「本当なんだぁ～！」と実感しました。現地スタッフの

皆さんはとても慣れていて、こちらのいろんな要望に対してスムーズに叶えてくれました。ま

た２才の息子は、何から何まで初めてのことだったので、少し大変な部分もありましたが、大

きなプールや海で楽しく遊ぶことができ、毎日楽しく過ごせました。皆さん子供に本当に優し

く構ってくれるので、帰る頃にはすっかり仲良く遊んでもらえて、こちらも助かりました。４泊

して中３日でしたが、綺麗な海を見てのんびり過ごしたりと私なりにマイペースに滞在が出

来たので、帰ってきて写真を見返すと、「本当に行って良かったなー」と思います。通訳さん、

ドライバーさん、お世話をしてくれたメイドさん達、そして家族に感謝です。

１８０度方向転換のセブ旅行

訪れた先の海の色は特筆ものですが、島へ向かう
船上で感じた海風の心地よさが懐かしく甦ります♪

スタッフの皆さんは本当に子供に優しく、
構ってくれるのでこちらも助かりました！

家族で初めての海外旅行 セブで大人の夏休み

初めてのセブ島
ご縁あって、３人で初めてのセブ旅行。
通訳さんの案内でマクタン・セブ空港
から射撃場へ直行。生まれて初めての
射撃体験で、想像以上に銃の重さ、銃声
にビックリしながらも、ど真ん中に的
中！！思いっきりスリルを味わいました。
夜はニューハーフショーで大爆笑した
後、マリバゴグリルでお目当てのスペア
リブを食し、到着初日から大満足です。
翌日はマンゴー工場、寺院等の市内観
光。シューマートでショッピング、そして

全身オイルエステ＆ネイルで癒されました。そしてドライマッサージへ・・・。施術と安さに魅
了され、同じ店に３日連続で通ってしまいました（笑）。最終夜は五つ星ホテル（残念な事に
名前を忘れてしまいました）で初めて飲んだココナッツジュースに感動！！スッキリした甘さ
で美味しかった。ひょうきんなドライバーのアルネルさん、笑顔で一生懸命案内してくれた
ダイアナさん。笑いの絶えない車内は最後までとても楽しかったです。メイドのアイリーンさ
ん、リチェルさん、ミーナさん、お世話になりました。マンゴー、パイナップル、バナナ、スイカ
のフレッシュジュースはどれも美味しかったです。スタッフの皆様には大変お世話になりま
した。どうもありがとうございました。今回は台風の影響でシーウォーカーが出来なかった
ので次回の楽しみに！！また是非、セブ島へ行きたいと思っています。

２才の息子は全てが初体験。
プールや海で遊ぶことができました♪

暑いのは苦手、海には何しに行くのか
忘れる程、何年も行ってないし、セブ島
ネ～？友人の強い勧めもあり、折角頂
いたセブ旅行プレゼント券を使って、
「一度位行ってみようかな」という気持
ちで伺ったセブ島への旅でした。コー
ラルポイントリゾートに到着して、あま
りのゴージャスさに感動。初日の晩餐
は生バンドのアレンジと豚の丸焼きに
驚き、総勢２０人超のダンスパーティ
ーでメイドさん達のみごとなダンスに
盛り上がりました。２日目は近くのホテ
ルでランチとプール、夕方からはスパ
にも行きのんびり、あまりのコスパの良さにビックリでした。３日目はサービスに含まれてい
る貸し切りの船でのアイランドホッピングへ。砂浜で波とたわむれ、貝殻拾いでは童心に返
り、バーベキューランチでお腹いっぱいになり満足しました。更に翌日はボホール島へ、世界
最小のメガネザルに会いに。標本でしたが世界最大の蝶も見ることが出来ました。５日目は
コーラルポイントリゾートのスペシャルビラでのんびり、敷地内の散策とプール、再度スパに
行ったりと、最初から最後まで優雅に過ごしました。ワールドビッグフォーのメイドさん達、通
訳さんとドライバーさんには、ワガママいっぱいの私達の要求にいつも明るく、キュートに
優しく気遣ってくれて、たった数日の滞在でしたが、別れがたくなる程の対応をしてくれまし
た。「また来年も行けたらいいなぁ」。あれ？苦手な暑さと海はどこへやら？！（笑）

たった数日の滞在でしたが、スタッフの皆様
と別れがたくなる程の対応をしてくれました♪

空港から直行した射撃場。初めてなの
でびっくりしながらもど真ん中に的中！！

あれ？苦手な暑さと海はどこへやら？！
めちゃくちゃエンジョイ！！しております♪

出発日７月１２日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　平野さん

出発日７月１２日（５泊６日）
会員歴１年３ヵ月　岡田さん

出発日７月１０日（４泊５日）
会員歴３年２ヵ月　峯村さん

出発日７月１４日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　千葉さん


