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ごあいさつ
華やかに持て成すセブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！

７,１０７の島々で構成されるフィリピン共和国、その中でセブ島は海外旅行者から

一番の人気を誇る南国の楽園。今現在ＴＶ旅行番組でも数多く取り上げられ、アジア圏でも

トップクラスの豊富な自然環境を有する島として認識されております。また大自然を堪能できる

環境は「幸福のオアシス」として再訪を希望する弊社会員様も多く見受けられるようになり、健康

　長寿を導く若返り体験や笑顔を育む幸福づくりへと新しい人生観をご満喫頂ければ幸いに存じます。

是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！豊富な自然環境と戯れる笑顔で満たされた滞在は

　豊かな心までも育む絶好の楽園、幸福への近道は笑顔になれる環境づくりではないでしょうか。

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。

色彩鮮やかな南国の景観に佇む セブ島「ワールドビッグフォーリゾート」色彩鮮やかな南国の景観に佇む セブ島「ワールドビッグフォーリゾート」
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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

セブ島・大富豪の別荘コーラルポイントリゾートは、“パノラマ”に広がる大自然の美しい海と地平線から昇る日
の出の光景をいつでも楽しむことのできる絶景のロケーションです。滞在中はすべて自由時間！現地セブ島を
存分に満喫できる選りすぐりのスポットへご案内致します。弊社「専属通訳・ドライバー・メイドスタッフ」が皆
様の快適な滞在をサポート致しますので、初めてお越しの方も安心してお楽しみ頂けます。是非、ご家族・ご友
人との大切な思い出作りにもお役立て下さい。搭乗予約・出発前のご不明な点は、お気軽に当社旅行担当まで
お問い合わせ下さい。尚、誠に勝手ではございますが、８月１０日（土）から８月１５日（木）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（金）よ
り通常営業致します。　　　　  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。
（注２）名古屋発ーセブ間のスケジュールは、時期により運航日が変動致しますので、ご注意ください。
①上記料金は令和元年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 

日・月・水・木・土 （注２）

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０

＜編集後記＞
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　ベルさんの運転は、一般道を効率的
かつ巧みに運転する。それでもコーラ
ルポイントリゾートからセブの北端、ハ
グナヤ港までは 4 時間掛かった。更に
船で１時間。そこは宮沢リエで話題に
なったバンタヤン島・サンタフェ。ジャ
ングルの中にあるホテルだ。人気の地
と予約を入れたのが２日前だったこと
もあり、間取りは８畳間にダブルベッド
のみで、後はトイレとシャワーだけ。と
ころが料理は美味で量はアメリカン！大
満足。流石リサさん！どんな注文でも迅

速にこなし、常に私達の望みを先回りしてそつがない。夕食後はジャングルなので闇の中、
健康に良い。翌朝アイランドホッピングのおまけ付。干潮の為、船が近付けず裸足で干潮を
１００ｍ、浅瀬を若者が巧みに船を操り着いたのがバージンアイランド。見渡す海はグリー
ンからブルー、そして水色と海の深さと透明度が光をよく透過して、海中の動植物の活動を
見せて居ます。砂は真っ白で、南の植物が生い茂り、屋根をソテツで葺いた東屋や青い海に
浮いた白いバンカーボートが、強い太陽の光で眩しく輝いています。観光客は白人が少し
で、小さなお店が３軒ぐらい。この日の団体さんは、私たち９人だったと思います。そうそう！
一番の目玉が干潮のせいで水深が５０㎝位なのですが、その海底がどこまでもサンゴ礁で
広がり、「うわ！すげー！」と思わず声を上げてしまいました。ベルナルドさんやリサさん、そし
て留守中もしっかり仕事をこなしてくれるメイドさんたちに感謝です。とっても楽しい旅をあ
りがとう。

更に船で１時間。そこは宮沢リエで話題になっ
たサンタフェ。ジャングルの中のホテルに宿泊♪

島は言葉を失う程美しく、永遠にこ
の島を残してほしい大切な宝島です！

　初めてのセブ島旅行。８８才になる

母と兄、姉、姉のお友達7人で行って来

ました。「母の付き添いをしながら楽し

んで来れたら」と思い、すべておまかせ

（姉とお友達は２度目だったので）の気

楽な感じで行かせて頂く事が出来まし

た (色々ありがとう！！)。２日目はパンダ

ノン島の白い砂浜で海の美しさを楽し

んだり、ウェルカムランチでバーベ

キューを楽しみました。とっても美味し

かったです！！３日目はボホール島でランチクルーズ、チョコレートヒルズ、めがねザル、体長

が１０㎝位で小さくてとっても可愛かったです。４日目はパラセーリング、シーウォーカー、

などのマリンスポーツを楽しんで、最後にオイルマッサージをしてもらい身体も心も癒され

ました。天気にも恵まれ、通訳さん、運転手さん、メイドさん、大変お世話になり、楽しい思い

出が作れました。ありがとうございました。セブ島は湿度が低く、ハワイのような気候でとて

も気持ちの良いすばらしい所だと思います。これからどんどん発展して、すばらしいリゾート

地となる事でしょう！！

みんな笑顔のセブ旅行

浅瀬を若者が巧みに船を操り着いたのがバー
ジンアイランド。どこまでも続くサンゴ礁に感動！

８８才になる母の付添を
しながら楽しめました！

初めてのセブ島 バージンアイランド

二年振りのセブ
　二年振りのセブ。シートベルトを締め
ると待ちわびたかの様に飛行機は動き
出し旅人になった。セブ空港は美しく近
代的な姿に生まれ変わり、空港からの
道路も整備されていた。ビル街を抜け
次第にひしめき合う街と数えきれない
人々の流れに変わり、やっと懐かしいセ
ブに来た実感がした。この夜はスペイ
ン料理で旅のスタートをした。朝は賑や
かな鶏たちの鳴き声と共に起きる。テ
ラスからはブーゲンビリアが美しく咲き
乱れ、むこうには晴れた空と青い海。懐
かしい朝食と共に再びセブを感じた。こ

の旅の仲間は行く度に新しい島に訪れることを楽しみにしている。今回はバンタヤン島へ。
この島には宮沢りえさんの写真集で有名になったサンタフェがある。明るい光、白い砂浜と
碧く透明な海。この世のものとは思えない程美しい島に感激。翌日はアイランドホッピング
で近くの小島、バージン島へ。ここも遠浅の碧く澄んだ南国の海。珊瑚礁が果てしなく続き、
魚たちが群れ、ピンク瑚礁まで見つけて童心にかえって遊びました。島は言葉を失う程美し
く、永遠にこの島を残してほしいと思える大切な宝島です。旅の最後はマクタン島最南端、コ
ルドバ・ロロピアにある海上レストランでの夕食。まだ陽の残る頃から辺り一面が朱に染ま
り、太陽が沈むまでまるで映画のシーンの様な中で、この旅最後のフィリピン料理をいただ
く。沢山の思い出に負けない位お腹一杯。８泊９日の旅、事故もなく楽しく過ごせたことは
「通訳さん、ドライバーさん、メイドさんたちの支えあってこそ」と感謝致します。また行きま
すね。

パンダノン島の白い砂浜で海の美しさを楽しんだり、
ウェルカムランチでバーベキューを楽しみました

　二度目のセブがこんなに早く実現す
るとは思ってもいませんでした。今回は
海外旅行が初めてという姉と姪も一緒
です。前回とは違うセブも体験したい
し、楽しかった所にも連れて行ってあげ
たいし。通訳のダイアナさんに相談し、
エンジョイのスタートです。２日目のア
イランドホッピングはパンダノン島に
行きました。光る白い砂浜、遠浅の海に
心がウキウキ。バーベキューのおいし
かったこと。その夜はセブ市内が一望
できる高台のレストランで夜景を眺め
ながらイタリア料理を楽しみ、リッチな
気分を味わいました。３日目はボホール島へ。ターシャや蝶を見たり、チョコレートヒルズの
不思議な世界も堪能。竹で編んだ吊橋も渡りました。ロボック川クルーズでは原住民のパ
フォーマンスにみんなビックリ顔。４日目はマリンスポーツに。予約の時間まで余裕があっ
たので、コーラルポイントリゾート６階のバルコニーでコーヒーをいただきながら贅沢な時
間を過ごしました。いよいよパラセーリングとシーウォーカーです。パラセーリングで高い所
から眺める島々も素晴らしく、もっと長く空を飛んでいたかったです。その夜のさよならパー
ティーでは、今回の旅行をお世話下さった畔上様のご配慮で誕生日ケーキを用意していた
だきました。細やかな心遣いに感謝いたします。ケーキは別腹でしっかりいただきました。通
訳のダイアナさん、ドライバーのナルドさん、メイドの皆さん、たくさんの楽しい思い出をあ
りがとうございました。大きく、きれいになったマクタン・セブ空港を後にしました。

パラセーリングで高い所から眺める島々も素
晴らしく、もっと長く空を飛んでいたかったです

南国の海。珊瑚礁が果てしなく続き、魚達が群れ、
ピンク瑚礁まで見つけて童心にかえって遊びました♪

高台のレストランで夜景を眺めながらイタリア
料理を楽しみ、リッチな気分を味わいました！

出発日２月２５日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　小林さん

出発日３月１日（８泊９日）
会員歴１４年５ヵ月　山㟢さん

出発日２月２５日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　山崎さん

出発日３月１日（８泊９日）
会員歴９年７ヵ月　井出さん
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　初めてのセブ島へ友達家族と５人で
行ってきました。朝６時に家を出て、午
後便でマクタン・セブ空港へ。夜コー
ラルポイントリゾートに着き、多勢のメ
イドさんとマンゴジュースで迎えてくれ
ました。２日目は、７Ｄマンゴー工場で
ドライマンゴーをお土産として買い、
シューマートモールで買物。道教寺院
を見学後、ホットストーンマッサージで
リラックス。夕方トップスで夜景鑑賞。３
日目は高速船に乗り、ボホール島へ。
チョコレートヒルズではあいにくの雨。

バタフライ園、ランチ付の川下り、眼鏡猿（ターシャ）はあまりにも小さく可愛らしかった。４
日目はシーウォーカー、パラセーリング、射撃と初めて体験するものばかりで不安とドキドキ
でしたが、とても楽しい一日を過ごすことができました。５日目はパンダノン島へ、白い砂
浜・エメラルドグリーンの海が広がり南国のパラダイス。昼はＢＢＱでビールとジュースで
乾杯。帰りにウニを獲ってもらい、新鮮な味を楽しみました。６日目はギター製作所、サント
ニーニョ教会を見学。夜は生演奏付きのさよならパーティーをしてもらい、ダンスをして楽
しいひとときを過ごしました。７日目は早朝にマクタン・セブ空港へ向かい、一路長野へ。
７日間、ドライバーのベルナルドさん、通訳のミッシェルさんにはお世話になりました。また
統括の鈴木さんには同行していただき、安心してセブ旅行を楽しむことができました。あり
がとう。また孫達を連れてこのセブを訪れたいです。

初めて体験するものばかりで不安とド
キドキでしたが、とても楽しかったです！

６日間お世話になったメイドさんと。
別れの朝、リビングで。ありがとう！

　昨年に続き、妻のダンス仲間とのセ
ブ島への旅が実現しました。台風発生
の情報もあり天候を心配していました
が、帰る日の朝に小雨が降った程度で
直ぐ回復し、５日間は天気に恵まれた
癒しの楽しい旅となりました。空港到着
後、イタリア料理を楽しみ、翌日からの
イベントに胸膨らませました。翌朝の朝
早くリサさん（案内者）から、ゴルフの予
約が取れたと電話が入り、急遽支度し、
Mactan Island Golf Course へ。大変混
雑していたが、何とかフィリピンの若者
３名の中に入れて頂きスタート。あいにくカートがなく小生だけ歩き、風があり涼しさを感じ
ながらなんとか楽しくラウンド出来ました。フィリピンの若者３名も礼儀正しく違和感無く去
年のセブカントリーと同様、キャディーに恵まれコーチングを受けスイングを改善し、後半
ハーフは６ホールパーでした。３日目、前回と同様パンダノン島へ。途中海の中を妻たちが
探索。小生、船の上でウヰスキーを飲み癒し、到着後何種類かの貝を美味しく頂き、幸福感を
感じ癒し・・・これぞ最高の癒し。夕食はメイドさんが作ってくれた料理に舌鼓を打ち、何
よりも美味しく頂きました。４日目、土産の買い物をし、手足のネイルお手入れ、これも癒
し・・・夜にはさよならパーティーを開催して頂き、豚の丸焼き・・・生バンドでダンスを
楽しみ最高の気分、これまた癒し・・・あっという間に４日間が過ぎ、本年１１月に３度目
の再会を約束し、８名を残し５名が翌日帰路に着きました。

にぎやかなセブの街ときれいな海

初めてのセブ島は友達家族５人で行って来まし
た。夕方トップスでこの後、夜景を楽しみました♪

沢山の癒しを楽しみ、本年１１月に３
度目の再会を約束し帰ってきました！

２度目の癒しのセブ島 初めてのセブ島

両親と２回目のセブ
　両親と３人で２回目のセブ島旅行。

お互い会話もなく、時間に追われる日

本の生活から一変、夢のような時間を

共有できた事は最大の収穫と言えるで

しょう。スペシャルビラでメイドさんが

作ってくださった朝食とフレッシュ

ジュースをゆったり飲みながら、今日一

日のスケジュールを両親と考えながら

ワクワク。私のお気に入りは、コーラル

ポイントリゾート敷地内にある海水

プールとシュノーケリングが楽しめるマリンブルーの海です。可愛い魚達と会う事が出来す

ばらしい。エネルギーに満ちたセブ島の海水は、都会で失いかけた生気を一気に取り戻す

ことができます。そして、念願のパラセーリングにチャレンジした事は、前回体験したシー

ウォーカーと並び、密度の高い最高の両親との共有体験でした。帰国して一週間、未だ余韻

が収まらず、セブ島旅行の話題で盛り上がっている両親を見て、一緒に旅行して本当に良

かったと思っています。最後に、旅行をサポートしてくださったスタッフの皆様、メイド長のア

イリーンさん、メイドのマイリーン、アニータさん、通訳のノバさん、ドライバーのアルネルさ

ん、お陰様で楽しい思い出ができました。ありがとうございました。

キャディーに恵まれコーチングを受けスイング
を改善し、後半ハーフは６ホールパーでした♪

　私の海外の旅は、今回で２回目でし

た。セブ島では母と母の友人ご夫妻と

楽しい時間を過ごしました。私がセブ

島の空港に着き、まず初めに感じたこ

とは、日本は寒かったので外に出た瞬

間、「空気がもあっとして蒸し暑い！」と

感じました。通訳のミッシェルさんとド

ライバーのベルナルドさんに迎えても

らいました。二人はとても元気があって

おもしろい方々でした！私達が行きたい

と言ったところに連れて行ってくれて、

一緒に楽しい時間を過ごせました。メガネザルのいるボホール島や海のきれいなパンダノ

ン島、ショッピングモール、地元の方が行くスーパー等、数多くの所に行き楽しい時間はあっ

という間でした。私の初体験は「シーウォーク」と「パラセーリング」でした。シーウォークは海

水が冷たく、耳が痛くなるのが怖くて水の中に入るのに時間がかかりました。入ってみると中

にはたくさんの魚がいてきれいでした。パラセーリングは、セブの街全体が見える所まで上

がって高くて怖かったけど、日本ではなかなかできない体験ができ、いい思い出になりまし

た。最終日のさよならパーティーはとても楽しかったです！メイドさんのダンスが盛り上がり、

私も一緒に踊りました。６泊もしたのに、帰りたくないという気持ちでいっぱいで、とても充

実した旅になりました。ありがとうございました。

通訳のミッシェルさん、ドライバーのベルナルド
さんはとても元気でおもしろい方々でした♪

モーベンピックホテルのラウンジでディナー。
親切だった通訳のノバさんと。ありがとう！

さよならパーティーはメイドさんのダンスで盛
り上がり、一緒に踊り、とても、楽しかったです！

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年　山田さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年　滝澤さん

出発日３月１日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　永井さん

出発日３月１７日（５泊６日）
会員歴３年５ヵ月　一ノ関さん
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　ようやくかねてより熱望していたセブ
旅行に行く事が出来ました。毎月届く会
員の皆様の楽しそうな写真を見てい
て、早く私も体験してみたくてワクワク
していました。今回私は姉と一緒に１
２名のグループに参加させて頂きまし
た。姉以外は初対面の方でしたが、皆
様とても優しく和気あいあいと楽しく過
ごす事が出来、本当にお世話様でし
た。マクタン・セブ空港には夜着いた
のですが、スタッフの方の笑顔に出迎
えられ、夕食後、コーラルポイントリ

ゾートへと案内されました。そこでまずびっくりしたのがゴージャスなお部屋の数々。テン
ションも一気に上がり、一日目は夢心地でゆったりと休む事が出来ました。翌日からは今ま
でやりたかった事、シーウォーカー、パラセーリング等のマリンスポーツ。水着を着るのも何
十年ぶり。一面に広がる海の上、空高くこの上もなく心地良い開放感。日頃のストレスもどこ
へやら・・・また、ウェルカムマンゴージュースに始まり、毎朝食に出されるマンゴーは本
当に美味しく、フルーツ好きの私には至福の一時でした。ニューハーフショーやミラクル・
アートにも連れていって頂き、夢中で楽しんでしまいました。「今回は８泊と長いかなっ」と
思っていたのですが、足りない位やりたい事が山積みでした。通訳のダイアナさん、ミッシェ
ルさん、運転手のナルドさん、ベルナルドさん、メイドさんの方々の本当にかいがいしくお
世話くださり、安心して楽しく気持ち良く過ごす事が出来、感謝の念に尽きません。皆様本当
にありがとうございました。また会いに行きたいと思いました。

ニューハーフショーやミラクル・アートにも連れ
ていって頂き、夢中で楽しんでしまいました♪

「幸せなひととき」をありがとう！ 総勢１２名、あっという
間の楽しい９日間、平成最後の春の良き思い出です！

　三年ぶりとなるセブ旅行となりまし

た。今回のセブ島旅行の目的は、三年

前にバディアンゴルフリゾートのゴル

フ場で私の病気が原因でゴルフ場に行

きながら断念したのでリベンジ（再挑

戦）することです。そのことで一緒にプ

レーすることになっていたゴルフ初心

者の姉に迷惑を掛けてしまい、申し訳

ないとずっと思っていました。今回やっ

と都合がつきゴルフ旅行が実現しまし

た。マクタン・セブ空港に着いてみると

近代化した空港にびっくりしました。早速、迎えてくれた通訳のミッシェルさんにマリバゴグ

リルへ連れて行って貰い、妻と姉の三人で楽しい旅行になることを祈念して乾杯をしました。

コーラルポイントリゾートに着くとメイドさんがいつものように温かい笑顔で迎えてくれて、

まるで我が家に帰って来たみたいになりました。三年も経ったとは思えませんでした。次の

日、早速バディアンゴルフリゾートに向かい、その日の内に１ラウンド。夕食の時、夕日を見

ながらのビールの味は最高でした。翌日も１ラウンド、ゴルフ場のアンジュレーションを楽し

み、スコアは５０．５１でした。「リベンジゴルフ旅行」成功です。残りの二日はプールと買い

物、観光に費やし、セブが日々近代化していくのも感じました。最後にスタッフの皆さんに感

謝いたします。ありがとうございました。

毎年恒例セブ旅行

毎月届く会員の皆様の楽しそうな写真を見ていて、
早く私も体験してみたくてワクワクしていました！

三年ぶりのセブ旅行がやっと実現！ 妻と姉の三人で
楽しい旅行ができ、スタッフの皆さんに感謝いたします！

リベンジゴルフ旅行 念願かなって

「幸せなひととき」をありがとう！
　母親を含む長野県からのご一行と成

田空港で合流し、総勢１２名にて８泊

９日の楽しい旅行となりました。今回、

４度目、コーラルポイントリゾートに到

着するなり「おかえりなさ～い！」。懐か

しいスタッフの方々からのお出迎えを

受けて「ただいま～！」。いよいよ南国リ

ゾートの始まりです。大海原を眺めなが

ら、毎朝いただくフレッシュなマンゴー、

パイナップル、バナナ、スイカは甘さが

濃厚！！格別な美味しさで、朝からとても

幸せになります。母は風邪ぎみ、私は東京で辛い花粉症の症状が出ていましたが、マイナス

イオン溢れるセブの大気により、毎回、回復して元気一杯。島めぐりやオプショナルな観光を

楽しんで、心身ともに活性されて体中の細胞も喜んでいるように感じます。何と言っても、８

０代の母が２０代前半の可愛らしいメイドさんと一緒に少女のような笑顔ではしゃぎ、

ポーズを取る姿がなんとも可愛くて、このまま時間が止まってくれたら…と思う程、幸せなひ

とときでした。また実家へ帰省した時に、写真を眺め思い出を語るのが楽しみです。あっと

いう間の楽しい９日間、平成最後の春の良き思い出です。今回、同行させていただきました

皆様、現地スタッフの方々、大変お世話になり感謝いたします。ありがとうございました。

今回の目的バディアンでのリベンジゴルフ成功です！ プールで泳
いだり観光も楽しみ、セブが日々近代化していくのも感じました♪

　今年も毎年楽しみにしていたセブ旅

行に行ってきました。今年は総勢１２

名での旅でした。セブでのウェルカムド

リンクのマンゴージュースから始まり、

朝食で出る果物は相変わらず本当に美

味しかったです。今年のパンダノン島で

はスコールに遭いましたが、そのおか

げであまり暑くなく、気持ち良く過ごせました。今、セブでは空港をはじめ、どんどん発展して

新しいビルが建ち、街並みもだいぶ変わってきました。毎年どこか新しくなり、違った風景が

楽しめて嬉しいです。パーティーでは誕生日ということで、ケーキも出してもらい、お祝いして

もらいました。ワールドビッグフォー様には本当に感謝感謝です。楽しい旅をありがとうござ

いました。

ニューハーフショーを観に行って来ました。
さてこの中に男性は何名いるでしょうか？

南国らしい花々やマイナスイオン溢れるセブでは、心身と
もに活性されて体中の細胞も喜んでいるように感じます！

パーティーでは私の誕生日を祝って頂き、
皆さんからケーキも出してもらいました♪

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴１２年１０ヵ月　佐藤さん

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴６年１１ヵ月　深澤さん

出発日３月２５日（４泊５日）
会員歴６年７ヵ月　小林さん

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴１１年３ヵ月　瀬脇さん
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　今年の３月に、３７年勤務した職場

を定年退職しました。今まで一度も外

泊旅行をした経験がなく、退職後は自

分へのご褒美でセブ島に行こうと決め

ていました。飛行機を降りて驚きまし

た。フィリピンというと貧しい国という

イメージだったのですが、空港はきれ

いだし、車やバイクの台数は多いし、高

層ビルは建っている。でもあちこちにバ

ラック小屋があり、「貧富の差が激しいな」とも感じました。でもとにかく海はきれい！！憧れ

のシーウォーカーも体験でき、感激でした。次はパラセーリングに挑戦したいです。ＡＭＡ

ＺＩＮＧ　ＳＨＯＷは想像以上にすばらしかった。宝塚よりきれいで、あっと言う間の１時

間でした。次に来た時もまた見たいです。数年前からの「私が退職したら連れて行ってくれ

る？」という願いを叶えてくれた押山さん、ありがとうございました。そして、こんな機会を与

えてくださったワールドビッグフォーに感謝します。

憧れのシーウォーカーも体験でき、感激でし
た。次はパラセーリングに挑戦したいです！

出発の時は心配でしたが、１日１日をゆった
りと過ごす事が出来、夢の様な毎日でした！

　セブ島２回目、５泊６日で行ってき

ました。矢島さん、藤田さんと３人でお

世話になりました。前回、１０月の雨季

で蒸し暑かったので４月の乾季は相当

暑いのかと覚悟していましたが、カラッ

としていてとても過ごしやすかったで

す。今回、ジンベエザメとのシュノーケ

リングを３日目のスケジュールにし、前

日はバディアンゴルフリゾートに泊まる

ことになりました。途中、秘境『カワサン

滝』に寄りました。人気スポットなんですね。水がターコイズブルーでファンタスティックでし

た。４日目はサファリ＆アドベンチャーパークに行ってきました。広大な土地に蘭の花と伸び

伸びとした沢山の動物達。アドベンチャーではジップラインに乗ってみました。初体験でス

タートするまでは怖かったですが、谷の上をロープにつかまり風を受けて気持ち良かったで

す。まだ建設途中なのでまた行きたいと思います。長いようであっという間に６日間終わっ

てしまいました。フォローしてくださった森田理事、お世話になった東京事務局、現地スタッ

フの皆様ありがとうございました。矢島さん、藤田さん楽しい思い出ができました。ありがと

うございました。

初めての空旅へ

今まで一度も外泊旅行をした経験がなく、退職後は
自分へのご褒美でセブ島に行こうと決めていました

初めてジップラインに乗ってみました。谷の上を
ロープにつかまり風を受けて気持ち良かったです

行って来ました半年ぶりのセブ 初めての海外旅行

癒しのセブへ再び
　今回は、初めての方５人と、３回目の
私６人での旅でした。一年前に申込み、
事前打ち合わせをして待ちに待ったセ
ブ島への出発。マクタン・セブ空港に
無事到着、新しく生まれ変わった空港に
感動。出迎えのドライバーさん、通訳さ
んと共にコーラルポイントリゾートに向
かった。顔馴染みのメイドさんに迎えら
れ、懐かしさがよみがえった。早速、美
味しいマンゴージュースをいただき、明
日からのスケジュールを立て眠りに就
く。１９日はパラセーリング、フラワー

パーク、マッサージを体験。２０日はパンダノン島への島めぐりを楽しみ、バーベキューでは
新鮮な魚介類がとても美味しく堪能できた。エステやネイルも体験、夜はニューハーフ
ショーと身も心も満喫。２１日は、ラプラプ公園、マンゴー工場、ショッピングモールへと買
い物を楽しみ、夕食は美味しいバイキングをいただき大満足。出発の時はとても心配でした
が、あっという間に４泊が過ぎてしまいました。１日１日をゆったりと過ごす事が出来、夢の
様な毎日でした。セブ市のあちこちが改造され発展していく様子も見ることができました。ド
ライバーのベルナルドさん、通訳のミッシェルさん、またメイドさん達のおかげで楽しい至
福の時を過ごす事が出来ました。明日からの生活のパワーを沢山いただけました。本当に
本当にありがとうございました。

バディアンゴルフリゾート近くにある秘境のカワサン
滝は、水がターコイズブルーでファンタスティック！！

　４泊５日のセブ旅行。お友だち三人
とおひとりの娘さん（モデルさん）、そし
て私の東京に居る息子の家族総勢７
人。私は初めての海外で、皆さんに助け
られっぱなし。通訳のノバさんに迎えら
れて夕食を済ませてコーラルポイント
リゾートへ。メイドさんたちの笑顔に迎
えられてほっと一息。二日目はパンダノ
ン島へ１時間の船旅。昼食のバーベ
キューでは、メイドさんが用意してくれ
た食材と現地の貝類を堪能し、食べ切
れずに持ち帰り、スーパーで調達した
野菜、やきそばなどと、持参した長野米
をメイドさんに調理して頂き、夕食を楽しみました。三日目は寺院と教会へ。島民の皆様の真
剣にお説教を聞き入る姿に感動しました。夜はニューハーフショーへ。オネエさんの綺麗な
こと。息子が舞台に上げられキス攻めにあうなど、とても楽しいひと時でした。四日目は
ショッピング、夜はお別れパーティーをしていただき、旅の恥はかき捨てと思いっきり楽しみ
ました。コーラルポイントリゾートの朝食は心のこもったメニューで美味しかったこと。昼食、
夕食はこの機会にとスペイン、中国、韓国、タイと美味しくいただきました。行動の途中では
運転手さんのご家族に手を振っていただいたり、通訳さんのご家族のこと、彼のことなどを
お聞きしました。またメイドさんの心からのお気遣いに見習う事がたくさんありました。そし
て本社の皆様、佐藤さん何かと心配していただき感謝です。皆がまた行きたいと思いを馳せ
ております。幸せをありがとう。

コーラルポイントリゾートのメイドさんたちの笑
顔には本当に癒されます！メイドさんありがとう！

パンダノン島への島めぐりを楽しみ、バーベキュ
ーでは新鮮な魚介類がとても美味しかったです！

パンダノン島ではメイドさんが用意してくれた食材に現地の貝類をバー
ベキューにして堪能！外人さんに写していただきました。孫と友人と♪

出発日４月２４日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　三浦さん

出発日４月１３日（４泊５日）
会員歴１３年　熊倉さん

出発日４月１１日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　山内さん

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴５年　中村さん
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　女性友だち６人の旅行、不安と期待

の中、成田空港を出発。ｐｍ７時にマ

クタン・セブ空港に到着。ドライバーさ

ん、通訳さんが笑顔で出迎えて下さり、

花や緑に囲まれた南国のリゾートに着

き、メイドさん大勢に迎えられ、不安は

半減し嬉しかったです。翌朝のテラス

からの朝日、青空が海面に映り素晴しく

綺麗でした。会報を見て挑戦しようと

思っていたパラセーリングとシー

ウォーカーが、天気も良く実行出来ました。長野では見られない透明で雄大な海に感動。海

の中でのかわいくてピカピカ光っていた魚に会えて再び感動しました。昼にはメイドさんが

作って下さったおにぎり、とても美味しくいただきました。急な変更にも笑顔で対応してい

ただき感謝でした。島へ行ってバーベキューを楽しみ、マッサージを体験したり、ネイルまで

出来て疲れが取れ、心が癒され満足しました。ニューハーフショーまで観に連れて行ってい

ただき、舞台衣装に圧倒されました。旅の中３日間、よく笑い、楽しく過ごせました。ドライ

バーさん、通訳さん大変お世話になりました。感謝しています。ありがとうございました。

旅の中３日間、よく笑い、楽しく過ごせました。ド
ライバーさん、通訳さん大変お世話になりました！

フラワーパークという新しい施設にも行き、日本
では見れないような珍しい花も見て来ました♪

　到着した翌日、それぞれ地方から集
まった女性だけのグループ８人がまる
で一つの家族の様になり、島めぐりを
楽しみました。限りなく続く真っ青な空、
澄み切った海、シュノーケリングをしな
がら見た大小様々、色とりどりの魚の群
れ、一つひとつが感動的でした。また、
帰りの船の中でいただいた炭火焼の
バーベキュー、お魚、お肉、イカ、エビ、
それに冷たい生マンゴー。思い出すだ
けでヨダレが出て来そうです。おいし
かった！コーラルポイントリゾートの海
水（温水）プールでも泳ぐことができ、人生初めての経験でした。感動しました。バディアンゴ
ルフリゾートにも行くことができました。約３ .５時間程車に乗り移動しました。途中で見た
牛、羊、にわとり、山羊等々、それに畑で仕事をしている人たちの姿等、セブ島の住民の生活
を垣間見ることができました。バディアンではゆっくりとした時の流れの中で、マッサージを
お願いしました。「極楽浄土ってこういうものかな？」と言うくらい気持ちよく心地良いもので
した。地元の人の結婚式にも出合い、海を目前に誓いの言葉を交わす姿をみて「幸福になっ
てね」と心で祈りました。メイドさんたちは夜遅くても朝早くても気持ちよく働いて下さいま
した。通訳のダイアナさんもやさしい心配りをして下さいました。ドライバーのフランシスさ
んは待ち時間にはいつも聖書を読んでいるそうです。日本語の聖書と読み比べて一緒に読
み、フランシスさんは大喜びでした。セブ良かった！！最高に幸せ♡

セブにて

女性友だち６人の旅行！ 長野では見られない透明
で雄大な海に感動！バーベキューを楽しみました！♪

コーラルポイントリゾートの海水（温水）プールでも
泳ぐことができ、人生初めての経験で感動しました‼

セブ 良かった！！最高に幸せ♡ 素晴らしかったセブ島

初めてのセブ島
　いつかは行ってみたいと思っていた
セブ島。姉と一緒に８名のグループに
参加させていただきました。初めてお
会いする方 と々もすぐ打ち解けて、４泊
５日の旅がより一層楽しく思い出深い
ものになりました。朝、素敵なお部屋か
ら真っ青でキラキラした海と、ブーゲン
ビリアの花が目に飛び込んで来ました。
メイドさんが作ってくれたフレッシュな
ジュースと生マンゴー付きの朝食。もう
これだけで幸せな気分です。船に乗り
シュノーケリングのできる島へ。海へ入
るのも久しぶり。海の中を泳ぐキレイな

魚たちを見れて最高でした。船上でのバーベキューも格別でした。露店でのショッピングは
デパートとは違い、格安でちょっと変わったものばかり！お店の人との片言の英語や身振り
手振りでのやり取りも楽しいひと時でした。アメージングショーは、美男美女？！による最高の
エンターテイメント！！グループのお一人が舞台に連れられて一緒に踊るハプニングもあり、
大いに盛り上がりました。フラワーパークという新しい施設にも行き、日本では見れないよう
な珍しい花も見て来ました。マッサージには２回も通い、その気持ち良さにずいぶんと癒さ
れました。最後の夜に開いてくれたパーティー。フィリピン料理を囲み、生演奏でみんなで歌
い踊ったことは一生の思い出です。朝早くから夜遅くまで案内してくれた通訳さん、ドライ
バーさん、メイドさん。ご一緒したグループのみなさん、本当にありがとうございました。ま
たいつか来てみたいです。

バディアンゴルフリゾートではゆっくりとした時の流れの中
で過ごし、マッサージをお願いしました。極楽気分でした♪

　４月１８日から２２日まで、４泊５

日、６名でセブ島に行って来ました。２

日目は島全体の休日に当たり、ほとんど

の店が休みになってしまい、計画を練り

直しました。私が一番に挑戦したかっ

たパラセーリングはなんとか予約でき

ました。飛ぶ位置まで向かった時、サー

ビス？でスピードを出したり、バウンド

させたりしてくれたので、やや酔ってし

まった。でも空高く飛んだ時は大変気

持ち良かったです。その後はフラワー

パークにも行きました。階段が多く、急な場所にあり、皆大変でしたが、満開のケイトウとひま

わりの中で写真を撮りました。３日目は島めぐりです。船の中で撮った写真です。風がすごく

強いのがこの写真に現れています。島に着くと、イカ、魚、エビなどを焼いてもらいバーベ

キューをしました。１時間くらい待つ間、泳いでと言われていたが、誰も泳がず、潮の匂い、風

を感じながら待っていました。近くにあずまやが見えたので、砂をふみながらそこまで歩い

て行き、写真を撮って来ました。マクタン島に戻った後は、ネイルのお店に行き、ひさしぶり

に手足の爪もお手入れをしてもらい気持ちよかったです。あっという間の５日間でしたが、

よい思い出になりました。

フラワーパークでは、満開のケイトウ
とひまわりの中で写真を撮りました！

船に乗りシュノーケリングのできる島へ！
船上でのバーベキューも格別でした！

島めぐりへ行き、皆でビールでカンパーイ！！イカ、魚、
エビなどを焼いてもらいバーベキューを堪能しました！

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　若林さん

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　小山さん

出発日４月１７日（７泊８日）
会員歴２年５ヵ月　金沢さん

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　塩澤さん
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　初めての海外、それも今人気のセブ
島！会員になってわずか数ヶ月、何十年
来の友人に誘われて参加、ワールド
ビッグフォーを教えてくれたのも彼女。
現地時間１９：３０頃到着。機内から
見えたセブ空港の広さ明るさにビック
リ！車の多さ、人の多さ（特に子供）に２
度ビックリ。現地料理を堪能してコーラ
ルポイントリゾートへ。遅い時間にもか
かわらず、若いメイドさんが全員笑顔
で歓迎。部屋の広さ、豪華さにまたまた
ビックリ。翌日、フットマッサージ、ショッ

ピング、中華料理。夕方戻ると担当のメイドさんは、私の顔をしっかり覚えてくれて、サッと荷
物を持ち部屋へ。優雅な気持ちにさせて頂きました。次の日、無人島でバーベキュー、夕方、
翌日帰る方のお別れ会も兼ねたパーティー、生バンドにメイドさん全員でダンス、同行の男
性陣飛び入り参加。笑い有りのとても楽しいひと時でした。部屋で全身マッサージ（至福の
時）。翌日英会話の学校訪問、とても環境良く充実した施設でした。マッサージと夕方、
ニューハーフショー。最後の２日間はマッサージ、ショッピング、夜はメイドさんと女子会、楽
しく会話。２月、３月は真夏で１番良い時期。子供が多いので、学校は午前と午後に分かれ
ているとか。現地の言葉ビサヤ語を教えてもらったり、笑いが絶えませんでした。本当に楽し
かった！出発前からゆっくり、のんびり、毎日マッサージ。想いが叶った７日間、現地のスタッ
フ、ドライバーさん、通訳さん、メイドさん、ナリッパイミクー（お世話様）でした。そしてサラ
マット（ありがとう）

何十年来の友人にワールドビッグフォーを紹
介してもらい、わずか数ヶ月でセブへ来ました！

本場フィリピンのハロハロ！ 見た目より、食べて“びっ
くり”美味しかったです！！また食べ歩きしたいです♪

　まさか？まさか！初パスポート使用か
ら１年の間に２度も海外とは＾0 ！^動
ける時、元気な時に。セブ空港がリ
ニューアルされていてセブの顔になっ
てました。今回行きたかったカオハガ
ン島に行きました。この時期は日本で
いう大潮。浅くて船が島に近寄れない。
海の中を歩いて行くことに。通訳のリサ
さんも初めてだとか・・・。若いキルター
がちくちく勉強中。パッチワーク作品は
日本で作品展を開催中だとかで、ほと
んどありませんでした。マンタユパン滝
の日陰はサムソンヘアーで綺麗に飾られていました。昼食に寄ったモアルボアルでは、小魚
の群れがよってきて皆で撮影です。この魚を追ってジンベエザメが来るそうです。スキュー
バーダイビングの人達は、それを待っているようです。小魚は手ですくえます。私達はバディ
アンゴルフリゾートでその魚をかき揚げにしていただきました。新鮮だし最高。コーラルポ
イントリゾートはガラスがきれいに磨かれているのでカーテンを開けたら途端に鳥がぶつ
かって脳震盪をおこして一時動かない。ちょっと心配。正気にもどったのか飛んで行きまし
た。目が赤いのにビックリ。太っちょのヤモリがチョロチョロ動いていますが、メイドさんは大
丈夫！！って。暖かいクリスマスは初めてでしたが・・・イルミネーションは一緒でした。ちょっ
と不思議な感じのクリスマス感を味わってきました。次はいつ出かけられるのでしょうか？楽
しみです。元気でいればいつでもかな？

初めてのセブ

ゆっくり、のんびり、毎日マッサージ。
想いが叶った７日間でした！

この時期は日本でいう大潮。浅くて船が島
に近寄れない。海の中を歩いて行くことに♪

次は いつかな？ 初めての海外

念願のボホール島
　昨年３月に初めてセブを訪れ、いつ

か機会があればボホール島へ行きた

い♡と思っていました。ちょうど１年後、

今年３月に実現しました。総勢１８名、

初対面の方ともすぐに打ち解け、飲ん

で、食べて、笑って…あっという間の７

泊８日でした。滞在５日目、通訳のリサ

さん含め、８名で念願のボホール島

へ。世界最小のメガネザル「ターシャ」

のくりっとした大きな目に「かわいい～」と感動！！絶景のチョコレートヒルズに感動！！途中立

ち寄った古い教会、ビーチ、マホガニーの木々に感動！！新緑の中、美味しいランチを食べな

がらのロボック川クルーズはマイナスイオンたっぷりで癒されました。次また機会があれば

もう一度ボホール島を巡りたいです。それと本場フィリピンのハロハロを食べ歩きたいと思

います。現地通訳のリサさんはじめ、スタッフの方々の心温まるおもてなしに感謝致します。

大変お世話になりました。

皆で撮影です。この魚を追っ
てジンベエザメが来るそうです！

　新潟はまだ寒いので、厚手の物を着

用して出発しました。途中で１枚ずつ

脱ぎ、マクタン・セブ空港に到着しまし

た。コーラルポイントリゾートに着くと

冷たいマンゴージュース、本当に美味

しかったです。毎日マッサージ、ショッピ

ングモールでの買い物、エステと楽しく

過ごしました。昼夜の外食も口に合い、本当においしくいただきました。船に乗り、バーベ

キューに連れて行っていただき、夜は初めて見るニューハーフショーのあまりの綺麗さに驚

きました。朝日が昇るきれいな海、ブーゲンビリアは咲き乱れ、Ａ棟５階の部屋から見えた

景色は最高でした。生バンドの演奏、メイドさんの踊り、皆も一緒に踊り、楽しい一夜を過ご

しました。メイドさん、運転手さん、スタッフの皆様、色 と々お世話になり楽しい旅行を有難う

ございました。

夜は生演奏つきのパーティーをしてもらいました。
メイドさん達と一緒に踊って楽しい一夜でした！

世界最小のメガネザル「ターシャ」のくりっとした大きな目に
「かわいい～」と感動！！絶景のチョコレートヒルズに感動！！

毎日エステ、買い物、マッサージ
と夢の様。天気も良くて最高！！

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴４年１１ヵ月　小山さん

出発日３月９日(７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　中野さん

出発日１１月２６日（８泊９日）
会員歴２年３ヵ月　光田さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴２年２ヵ月　小林さん
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　今回は伊那の池上さんを中心に１

１名（上田から２名）でセブ旅行をして

きました。初日は成田空港から私と２

名、中部国際空港から池上さんと９名。

マクタン・セブ空港へは１時間くらい

成田からの便が早く着いたので、空港

で待ち合わせをしてコーラルポイント

リゾートへ入りました。メイドさんたち

に大歓迎され、美味しいマンゴー

ジュースをいただきました。今回の旅行で特に思い出に残ったのはパラセーリングで、美し

いセブの空中散歩、無人島のアイランドホッピングでのバーベキュー、ボホール島でのター

シャ（メガネザル）との対面、自然豊かな景色のチョコレートヒル、ロボック川クルーズ等が

印象に残りました。全身オイルマッサージがとても気持ちよかったです。疲れが取れました。

メイドさん、さよならパーティーでは大変楽しく過ごさせていただき、ありがとうございまし

た。今回の旅行ではリーダーの池上さんはじめ、伊那の皆様、現地での通訳ガイドさん、メ

イドさん、ドライバーさんには大変お世話様になり楽しく旅行できました。感謝です。

今回思い出に残ったものの一つ、無人島のアイランドホッピング
でのバーベキュー！美味しい食事を堪能し、皆でビールで乾杯です！

いろいろな体験、見学、素晴らしい方達と御
一緒させていただき、すべてが感動の旅でした！

　昨年より娘たち３家族でセブに行こ
うと大計画を立てた。夫君たちはそれ
ぞれ子供たちの為に仕事のやりくりを
し、娘たちは家計のやりくりをし全員参
加。いざセブ島へ‼セブは２７℃と風
もさわやかで快適、天気も上々。コーラ
ルポイントリゾートの辺りはピンク・白
のブーゲンビリアでいっぱい！気になる
花・木々はまさに南国だ。プールに飛
び込み子供達は朝早くから大はしゃぎ。
メイドさんが見守ってくれて、親達もの
んびりリフレッシュ。孫たちがキャー
キャー言って呼び合う大きな声、笑い声。この健康と幸せを導いてくれた亡き父母に感謝で
す。船に乗ってパンダノン島へ。あの海の色は最高！ＢＢＱも美味だった。ギターを聞きなが
ら又良い気分。シュノーケルして魚も追いかけたよ。マリンスポーツ、楽しくて楽しくて思い出
しても笑っちゃうね。ジィジ・バァバのジェットバイクすごかったでしょ？ペダルボートは大い
に足の運動になったよ。堤防に座礁ばかりしてた。フライフィッシュ・バナナボート、手を振っ
てニコニコ出発したのに必死につかまっている孫達、頑張ったネ。何事も積極的で楽しい長
女の夫君、アメージングショーでは忘れられないハプニングもあったとか。毎夜の大宴会は
笑いの絶えないブレーメンの音楽隊でした。５年後には１人増えてまた来ようネ！と皆で約
束。それまで元気で頑張ろう！ワールドビッグフォーに感謝です。スタッフの皆様ありがとうご
ざいました。稲田の御両親、本当にありがとうございました。

セブ島に行ってきた！

リーダーの池上さんはじめ、伊那の皆様、現地での通訳ガイド
さん、メイドさん、ドライバーさんには大変お世話様になりました！

手を振ってニコニコ出発したのに必死
につかまっている孫達、頑張ったネ♪

春休み、楽しかったセブ旅行 思い出に残ったセブ旅行

セブを訪ねて
　以前よりお誘い頂いていたセブの
旅、新元号の発表を気にしながら、伊那
から９名、上田より２名の仲間で７泊
８日で行って来ました。コーラルポイン
トリゾートに着き、メイドさんの歓迎で
美味しいマンゴージュースをいただき
ました。翌日からは、サファリ見学、マン
ゴー工場での買い物、夜はウェルカム
パーティーでゲームなどしながら、とっ
ても楽しく過ごしました。３日目はバン
カーボートに乗ってパンダノン島に行
き、美しい海で童心に返って水遊び、貝

殻拾い、バーベキューをし、キルトの島の『カオハガン』では念願のタペストリーを買うこと
ができ、早速自宅の壁に飾り思い出しています。次の日はセブ市内の教会見学後、カワサン
滝を見学して、バディアンゴルフリゾートへ。早朝にオスロブのジンベエザメウオッチングへ
行きました。夜はメイドさんや生バンドの方とさよならパーティー。６日目も早朝にボホー
ル島へ、メガネザル、川下りのクルージングランチ、円錐の形のチョコレートヒルズ。最終日
前日はパラセーリング、カジノ見学。異国でのいろいろな体験、見学、素晴らしい方たちと御
一緒させていただき、すべてが感動の旅でした。大変お世話様になりありがとうございまし
た。セブはまだ発展途上で、貧富の差もありますが、おいしいパン、果物、ジュース、イカ、エ
ビの料理、シニガンスープなど忘れられません。またの機会に旅が出来たらと思います。

昨年より、３家族全員でセブへ行こう！！
と大計画を立て、全員参加できました！！

　花粉がピークの日本から、大気も海

も澄み切った南国への５日間の旅へ。

私と長男は１３年振り３回目、主人と

次男は初めてのセブ島へ。長年の父母

の希望だった親族総勢１３名全員揃っ

ての旅が実現した。１３年前と変わら

ない蒼い海、カラフルな街並みは確実

に発展を遂げ、活気に満ちていた。初

めて触れた異国の文化、人々、言葉に

子供達は多くの事を感じてくれた事で

しょう。【以下、次男（８才）の感想です】。

『コーラルポイントにとまった。道ろにはジプニーがいっぱいで人がいっぱいのっていた。セ

ブなのに日本りょうりがおいしかった。兄ちゃんはすしを食べ、ぼくは茶そばを食べた。パン

ダノン島へ行った。ＢＢＱをした。ぶた肉がおいしかった。海の水は青い所、水色、白いとこ

ろがありすごいきれいだった。白いところはさんごしょうがある所です。マリンスポーツをし

た。最初にバナナボートにのった。スピードが速くてジャンプしてすごい楽しかった。つぎに

フライフィッシュにのった。スピードも速くてジャンプもして、兄ちゃんは２回もおちておもし

ろかった。おみやげを買いました。朝、いっしょに行っている友だちとピアノの先生にわたし

たいです。道ろにひとはいっぱいいたけど、犬やニワトリも歩いていました。中学生になった

らもう一度セブに来たいです。すごい楽しかった！』

最初にバナナボートにのった。スピードが
速くてジャンプしてすごい楽しかった♪

夜はウェルカムパーティーでゲームなど
しながら、とっても楽しく過ごしました♪

初めて触れた異国の文化と人々、言葉に
子供達は多くの事を感じてくれた事でしょう！

出発日３月２３日（４泊５日）
会員歴１４年　稲田さん

出発日３月３０日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　神林さん

出発日３月２３日（４泊５日）
会員歴１７年７ヵ月　小林さん

出発日３月３０日（７泊８日）
会員歴２年１０ヵ月　御子柴さん
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