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ごあいさつ
からだ元気に心も喜ぶワールドビッグフォーリゾートへ！

充実したセカンドライフにも適したセブ島の環境は、老若男女を問わず
楽しむことができ、心豊かに笑顔で持て成す敬老の精神が豊富な国民性は、日本人への
好感度も大変高く、私達にとって老後の好条件に満たされる優れた環境と自負しております。

一般財団法人ロングステイ財団もアジア圏全体の動向に注視、中でも近年フィリピンへの海外移住者
の伸び率は非常に高く、今後の明るい経済状況や安定した治安、豊かな自然環境に日本からの利便性
等を考慮すると、欧米よりも遥かに優れた環境は短期滞在でも思う存分にご満喫頂けます魅力溢れる

好環境国へとなっていくでしょう。多岐にわたるフィリピンの更なる発展は弊社にとりましても
大変有難く、明るい未来展望のひとつとして私共も応援していきたいと思っております。
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。
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

いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！どこまでも続く珊瑚礁に囲まれた美しい海。一年を通して
“温暖”で過ごし易いセブ島。豊かな自然環境に育まれた明るく陽気な国民性とホスピタリティーはこの
国の掛け替えの無い宝物です。ワールドビッグフォーリゾートで楽しむセブ旅行はすべて自由時間です。
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、海外旅行が初
めての方で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・出発前に関するご不明な点は、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、１２月２８日から1月の５日までの間、冬期休業とさせて頂きます。
年始は1月６日（月）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１１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

１２／０１～０３／３１ ￥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 

日・月・水・木・土 （注２）

出  発  時  間
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１８：２０

＜編集後記＞
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　孫との家族旅行。４時間半のフライ
トでセブ島に到着。予想通りの気温で
あった。早速市内観光。車窓から島民
の暮らしぶりが目に入る。土曜日のせ
いかやけに人が多い。まるで人と車が
ぶつかり合いながら通行している様。
夕食は肉とシーフード。孫と楽しいデ
ィナーとなり、美味しかった。コーラル
ポイントリゾートに入ってびっくり。ア
ンティーク調の部屋は豪華さがあり、
日本のそれとは明らかに違う。翌日、
島めぐりの予定が波の影響で終日市
内観光となった。色彩豊かなお寺は日

本と違う。次に教会、立派でつくりが良い。絵画好きな私向きだ。自然に祭壇に向かって頭
が下がる。市内のスーパーに入って買い物をした。南国の島ならではのフルーツ、バナ
ナ、マンゴスチン、もちろんマンゴーを入手。メイドさんが綺麗に切って出してくれた。さ
すがだ。次の日は朝から快晴、波も穏やか。絶好の小島探検日和となった。バンカーボー
トに乗る。風が心地よい。昼食は島でのバーベキュー。これも肉・魚介とても美味しい。サ
ンゴ礁の海と海水浴を孫と楽しんだ。帰ってからプールで孫と遊び、孫の誕生日を兼ねた
パーティー。バックミュージック（特にドラマー）が良かった。可愛い子ちゃんのボーカル
も。もちろんフィリピン料理もグッド♪（満足）。また３日間一緒だったドライバーさん、サ
プライズの「ニューハーフショー並みのダンス」これが実に上手い。笑わせる。こんな楽し
いパーティーは生まれてこのかた（７３才）初めてで、“満足、満足”な夜だった！よく世話
をしてくれたメイドさん、とてもリッチな気持ちを味わわせてくれてありがとう。

こんな楽しいパーティーは生まれてこのかた
（７３才）初めてで、“満足、満足”な夜だった！

今回最大の目玉になったのが、ジンベエザメウォッ
チング！彼（?）のつぶらな瞳が今も思い出されます♪

　人生で２回目のセブへ！前回訪れた
際、あれもこれも挑戦したいアクティ
ビティがたくさんあり、コーラルポイン
トリゾートでまったりする機会がなか
ったため、今回の旅では贅沢にゆっく
りプールに入ったりしたいなぁと思い
ながらビーチボールを持参し、いざ出
発！やはりセブはいつ行っても暖かい
気候と綺麗な海、美味しすぎるフルー
ツがたくさんあって本当にバケーショ
ンを過ごすにはもってこい！安定のア
イランドホッピングではお天気にも恵
まれ透き通った海を眺め、心地の良い風に当たりながらの船旅はとっても気持ちよく、美
味しいＢＢＱを食べてお腹いっぱいな私は、つい船の上でウトウトしてしまいました。今
回は教会にも行き、歴史的で綺麗な建物を見学しながら、海はもちろん陸でも楽しめるセ
ブはすごいなぁと改めて認識！夜はＴＯＰ ＯＦ ＣＥＢＵに行き、キラキラした夜景と星
空を眺めながらの星座探しは、本当に時が止まったかのように贅沢な時間でした。そして
今回の目的のうちの１つでもあるコーラルポイントリゾートのプールに入り、ビーチボー
ルをフル活用！ホテルのプールでは他のお客様の事を気にし思い切り泳げなくても、ここ
では何も考えずダイブ！最高なひとときでした。今回ゆっくりとした旅を過ごせた分、次回
行く際には絶対にジンベエザメを見に行くと決め帰国しました。今回も最高に楽しかった
～！ありがとうございました！

人生初のリゾート・海外旅行がセブ島‼

バンカーボートに乗る。風が心地よい。昼食は島で
のバーベキュー。これも肉・魚介とても美味しい♪

心地の良い風に当たりながらの船旅はとっても
気持ちよく、美味しいＢＢＱを食べてお腹いっぱい

ゆったりまったりセブの旅 初めてのセブ島旅行

トラブルのち晴れ
　初めてのセブは、出発前からまさか
の事態です！何と旅の最終日にセブで
年に一度のトライアスロン大会があ
り、大規模な交通規制が行われるとの
こと。スケジュールの調整が予想され
ました。結局、混雑を避けるために明
け方３時には宿を発ちマクタン・セブ
空港への直行、４時前には空港に着
いたというのに、帰国便の出発は午後
１４時５０分予定。まさかの１１時間
近くをただ空港で潰すことに。それで
もこれは事前に覚悟出来ていたので、
帰国早朝こそ慌しくなりましたが、セブ
滞在中はいろいろと楽しませていただ

きました。いざセブにやってきましたら、交通規制はトライアスロン開催日の２日前から
始まるとのこと。さらに台風の影響で波は荒く、海にも出られず､当然“星空”は望むべくも
無く､あぁ……。それでも機転の利く通訳さんのお陰で、初日に妻はたっぷり２時間のエ
ステを受け、私と高２の息子はお互い初の実弾射撃を体験し、大興奮！さらに紹介しても
らったレストランは、連日ここで色々なメニューを試したくなるような、気軽ながらとても
美味しい店で、いつもは口数の少ない息子がいつになく饒舌に。そして今回最大の目玉
になったのが、ジンベエザメウォッチング。コーラルポイントリゾートから車で４～５時間
と遠い上、台風の為に諦めかけていたのですが、帰国前日は嘘のような快晴！この日も朝
４時起きで美しい“星空”の下、出発。人気スポットで４時間待ちの大混雑でしたが、ジン
ベエザメとの共泳は一生忘れないでしょう。彼（?）のつぶらな瞳が今も思い出されます。
帰国前夜は高級ビュッフェでリゾート感を満喫し、息子は又も喋る喋る（笑）こうして今、帰
国便を空港で１１時間待つ間、楽しかった家族との時間を思い返しています。

今回の旅では贅沢にゆっくりコーラル
ポイントリゾートで過ごさせて頂きました！

　人生初のリゾート・海外旅行がハワ
イでもなく“セブ島”しかも“セレブ旅
行”‼高級リゾート地にふさわしいか
は分からないが、ありったけのリゾー
ト服!?を持っていざセブ島へ！初めて
降り立ったセブ島の気候は思ったより
も涼しかった!? 事前のリサーチでは３
５度越えだったのだが、丁度雨季のタ
イミングだった今回は突然のスコール
を体験！東京のゲリラ豪雨に慣れてい
るとは言え、場所が場所なだけに日本
ほど道路整備がされていない土地で
移動中のスコールは結構堪えた。滞在
中は毎朝専用プールでひと泳ぎして、メイドさんたちが作ってくれたおいしい朝食を食べ
るという、まさに“セレブ”にしかできない体験を満喫!!名物のアイランドホッピングでは、
「こんなにきれいな海見た事無い‼」と１０代の頃に戻ったかのように澄んだ海の中で
大はしゃぎ‼帰りのボートではしっかり昼寝に転じてしまった。そして、お楽しみのDinner
は今回この旅行に誘っていただいた橋本さん、旅行のアドバイスを色々教えてくれた加藤
さんたちとお勧めのレストラン‼どのレストランも極上のロケーションとシチュエーション
で自分が本当にセレブになっちゃったかも‼と勘違いさせてくれるぐらいのサービスを
たっぷり受けた。そして、何より今回の旅行で女優張りに素敵な写真をいっぱい撮ってい
ただいた冨田さんには感謝で一杯です‼一緒に行った皆様、本当にありがとうございま
した‼

人生初のリゾート、セブ島を存分に楽しんで来ました！
一緒に行った皆様、本当にありがとうございました‼

初めてのセブでの楽しかった家族
との時間を思い返しています♪

毎日プールでひと泳ぎしてメイドさんたちが作ってくれたおいし
い朝食を食べる♪まさに“セレブ”にしかできない体験を満喫!!

出発日７月２０日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　加藤さん

出発日７月２７日（３泊４日）
会員歴１年２ヵ月　吉澤さん

出発日７月２０日（４泊５日）
会員歴３年２ヵ月　小林さん

出発日８月７日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　山本さん
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　「マーヨン、ブンタン！」。（おはよう！）
久し振りのアジア旅行でしたが、セブの
現地語であるセブアノ語（またはビサ
ヤ語＝ビサヤ地方全体）でスタッフと
朝の挨拶をするだけで、すっかり馴染
んだ気持ちになりました。初めてのセ
ブは、日本人の入居者も多いと聞くリ
ゾートマンション風のビルやホテル、
コールセンター用のオフィスと高層建
築のラッシュに多少戸惑いつつも、宿
泊するコーラルポイントリゾートのコ
ロニアル風の落ち着いた佇まいのお陰
もあって、初日からセブの空気に溶け

込めた気分を味わえました。毎日行動を共にする通訳兼ガイドさんや運転手さん、そしてい
つも部屋にいるメイドさんたちも、日が経つにつれ友人や家族の感覚に近づいていくのも
面白いと思いました。リピーターが、「おかえりなさい」と言われて“しっくり”くるのもうなず
けるな、と納得です。妻と旅で最も重要視している食事も、フィリピン料理は野菜も豊富でス
パイスも全般的に控えめと大変美味しく、通訳さんに何を食べたいか？と聞かれる毎に「マ
カウン、ビサヤ！」（ビサヤ料理を食べよう）を連発していました。この様な気に入った現地語
は、使う度に身体に馴染んでいくので、口走っているその瞬間はすっかりビサヤ人気分で
す。それも専属の通訳さん、運転手さんに守られて気分的に余裕があるからこその旅の味
だと思いました。これまでの旅は、移動から食事、宿に入ってからも何かと自分で解決しな
ければならず、それが醍醐味と解釈していましたが、今回の旅行で提供してもらった余裕に
よって、新しい旅の視点を持つことができました。

フィリピン料理は野菜も豊富でスパイスも
全般的に控えめで大変美味しかったです！

まだ沢山のスポットが有るので次回を
乞うご期待ですね。また訪れたいです！

　今回のセブ旅行は、私たちがワール
ドビッグフォーのお話しをし、楽しいセ
ブ島の体験から是非会員になって家族
で行きたいとのことで、１年前から中山
さんと計画を立て始めました。お孫さ
んにきれいなセブ島の自然と、コーラ
ルポイントリゾートのプール遊びなど
主人と考えました。成田空港で待ち合
わせ子供たちの顔を見ると、ちょっぴり
緊張しているようでした。マクタン・セブ
空港に着くと通訳のリサさん、ドライ
バーのナルドさんが温かく迎えてくれ
ました。私の好きなマリバゴグリルに行
き、先ず乾杯！フィリピン料理を味わい、コーラルポイントリゾートに着くといつも通りの温か
い歓迎を受けました。早速、通訳のリサさんにこれからの予定を話し、子供たちが喜ぶ旅行
の始まりです。午前中からはプール遊び、私も童心に返り子供たちと楽しい時間を過ごしま
した。午後は、ＳＭ（シューマートモール）でのバイキングで夕食。次の日はパパキッツで乗
馬、ジップライン、ボート遊覧、吊り橋などを楽しみました。夕食はスグボメルカド（屋台村）で
自分の好きな料理を各店で選んで食べました。とても安くて美味しかったです。皆さんも是
非一度立ち寄って下さい。最終日は海水浴場で夕方まで泳ぎ、夜はさよならパーティーで若
いメイドさんたちの踊りを見て若さを貰いました。また、特別注文の豚の丸焼きを皆でいた
だき、大変感激しました。子供たちは自分の顔の大きさと比べていておかしかったです。メイ
ドさんたち、安全運転のドライバー・ナルドさん、通訳のリサさん、楽しい旅行の思い出が出
来ました。ありがとうございました。また、帰ってきます。

「初セブ★セレブ旅」

初めてのセブは、これまでの旅とは違う“余裕”
ある旅の醍醐味を味わうことができました！

パーティーではメイドさんたちの踊りを見て若さを貰
い、豚の丸焼きを皆でいただき、大変感激しました！

楽しんだセブ旅行 余裕の殿様旅行で味わえた新しい旅感覚

フルムーン旅行
　７月５日～１１日、６泊７日の行程
にて、夢と期待の膨らむフィリピン・セ
ブ島旅行です。１月に申込み７月まで
の半年間の期間がたった中間近くに迫
ると、気持ちもワクワクです。海外旅行
も今迄、友人たち家族共々数回訪れま
したけれど、今回久方振りの夫婦二人
でフルムーン旅行になりました。此の時
期季節的に日本では梅雨の真最中。
フィリピンでは雨期に入っているとのこ
とですが、幸いにも一週間の滞在の中
で４日目の夜半の雷雨が一度だけ到
来で済み、プールは毎日貸し切り状態、

南国の陽気を満喫出来ました。飛行機も予定通り離陸、４時間半のフライトで到着。時差も
１時間にて問題なく、身体的にも非常に楽に過ごせた内容です。到着後、空港にて時間通り
に現地通訳のノバさんのお出迎え対面、送迎にてお世話になるドライバーの紹介、１時間
足らずで宿泊先のコーラルポイントリゾートへ。メイドさん３人と対面。若い娘さんたちで
驚き、夜食ではスーパーにて仕入れた食材を手際良く調理していただき食卓へ。朝食は毎
朝準備していただき、毎食出されるフレッシュなフルーツは一味違いましたね。素晴らしい
施設の中で過ごせました。レジャー体験も、ボート周遊、パラセーリング、ゴルフも味わえま
した。まだ沢山のスポットが有るので次回を乞うご期待ですね。一週間の滞在にて現地での
スタッフの皆様には大変お世話になりました。又是非、訪れてみたいですね。ワールドビッ
グフォー様に今後共お世話になります。

スグボメルカド（屋台村）で自分の好きな料理を各店
で選んで食べました。とても安くて美味しかったです！

　ワールドビッグフォーを紹介してくれ
た西川さんに誘われて、初のセブ島へ。
セブ島旅行の良さは聞いていたもの
の、海外旅行なので少し緊張していま
したが、実際に行って空港に着いたそ
の時から、毎日大きな車で迎えに来てく
れる専属のドライバーさんと日本語を
話せる通訳兼ガイドさんが付きっ切り
で、希望の場所へ連れて行ってくれて、
コーラルポイントリゾートに帰れば可
愛いメイドさんたちがお世話をしてく
れる。こんなに至れり尽くせりでセレブ
な旅は初めてでした。コーラルポイント
リゾートのテラスからは、美しい海と
空、花が咲き乱れるお庭が望め、お部屋はお姫様気分になれるゴージャスなベッドとバス
ルームにうっとりです。透き通る海でのマリンアクティビティーはBBQランチ付き。４０kgは
あるヘルメットのような物をかぶり海底を歩くシーウォーカーは、熱帯魚が触れるほど間近
に体験でき、宇宙にいるような浮遊感がとても非日常的で特に思い出に残りました。パラ
セーリングとバナナボートも爽快でした！女子旅ならではのマッサージやネイルサロンへも
行き、美しいニューハーフの方々のアメージングショーに圧倒されたり、ゆっくりとショッピン
グをしたり、多彩なフィリピン料理を楽しみました。特に美味しかったフィリピン料理は、西川
さんオススメの「マリバゴグリル」の“牛スネ肉のスープ”。あと、ランチで行った「ゴールデン
カウリー」の“ハロハロ”や“揚げバナナ”のスティックみたいなスイーツが絶品でした。実は今
年の１１月に、母を連れてもう一度セブ島へ行く予定です。西川さんのお陰で予習させても
らえたので、母とも安心して行けそうでとっても楽しみです。西川さんとワールドビッグ
フォーに感謝です。

海底を歩くシーウォーカーは、宇宙にいるような浮
遊感がとても非日常的で特に思い出に残りました！

今回久方振りの夫婦二人でのフルムーン
旅行になりました。天気にも恵まれました♪

女子旅ならではのマッサージやネイルサロン
へも行き、しっかりお手入れして来ました♪♪

出発日９月２日(４泊５日)
会員歴１年２ヵ月　横山さん

出発日９月４日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　門脇さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴７年　小林さん

出発日７月５日(６泊７日）
会員歴１年８ヵ月　曽根さん
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　母と２人で行くセブ島旅行は、「初め
て」に溢れるとても幸せな時間でした。
日本語以外ほとんど話すことができず、
現地に到着するまで緊張もありました
が、空港では通訳のリサさんやドライ
バーさんが、宿泊施設ではメイドさん
たちが温かい笑顔で迎えてくれて、そ
の不安な思いを直ぐに吹き飛ばしてく
れました。また、コーラルポイントリ
ゾートでいただいたウェルカムドリン
クのマンゴージュースはとてもフレッ
シュで美味しくて、旅への期待をより膨

らませてくれました。そして、いつもリサさんは「行きたい所ある？」「何したい？」と私たちの
やってみたい♡をたくさん叶えてくれました。まずは、青く澄んだ海でシーウォーカーにパラ
セーリング、バナナボートにシュノーケリング！海でのアクティビティーを思う存分楽しみまし
た。その後はフィリピン伝統のマッサージ♡コーヒー豆やパパイヤ、バナナの葉、オイルを
使ったスパは香りや感触が心地よく、身体も心も癒されました。他にも真白な砂浜のビーチ
をのんびり散策したり、色とりどりのお花を見たり、ご当地グルメをお腹一杯味わったり…。
どの瞬間も驚きや発見がある毎日でした。また、どこに行っても、出会う人皆が明るく笑顔で
迎え接してくれることがとても嬉しく印象に残っています。一期一会の出会いに感謝すると
ても素敵な４泊５日でした。今回、台風の影響で行くことができなかった他の島々へもまた
ぜひ！行ってみたです。

マクタンニュータウンビーチ★透き通っ
た海に真白な砂浜をのんびり散策♪

バディアンゴルフリゾートでは、貸しクラ
ブでのラウンドを炎天下で楽しみました！

　「ゆっくり旅行でもしたいなぁ～」と
言う息子の一言で、仕事づくめの彼に
現実逃避の旅に家族揃ってセブに行く
ことになりました。私は昨年の１１月に
セブへ行って大変楽しかったので、夫と
息子夫婦と１歳の孫娘を連れてドキド
キとワクワク半分ずつで出発しました。
今回は、孫娘に「ボホール島に住んで
いる猿のターシャを見せてあげたい
し」、「大好物のバナナも思う存分食べ
させて喜ばせたい」と計画を立てまし
たが、２日目の朝から高熱を発し、無理
のない計画に変更しました。通訳のリサさんが早速解熱剤を購入してきて下さり、ゆっくり
コースのパンダノン島に行きました。３日目も短縮市内観光とデパートでのショッピングで
孫娘も体調を取り戻し、キッズコーナーで遊べるようになりました。４日目は思い切ってアク
アマリン・オーシャンツアーズに全員で行き、私の大好きなパラセーリング、ペダルボート、
シーカヤック、フィッシュスパと海を満喫して来ました。ドライバーのベルさんとは二度目の
再会で、親しみやすく、サービス精神が素晴しい！最終夜のお別れパーティーではプロ顔負
けのパフォーマンスを披露してくれました。メイドのアイリーンさんと英語を交えて、スマー
トフォンの日本の写真を見ながら日本の祭りの話しをしました。テンテンさんも心優しくお世
話していただき感謝しております。夢のような５日間を過ごすことができ、また仕事への元
気をいただくことができました。

セブの魅力を深掘り

セブの海中はまるで別世界♪海での
アクティビティーを思う存分楽しみました！

今回は孫娘の発熱があり、無理のない計画に変更となりました
が、最後の１日はマリンスポーツを全員で体験できました♪♪

家族５人で初めてのセブ 心躍る♡わくわくの旅inセブ島

熱帯のリゾート・セブ島、マクタン島、ボホール島の旅
　通訳のダイアナさん、送迎車の運転
手フランシスさんの計らいで、素敵なマ
クタン島、セブ島の旅を心ゆくまで楽し
めました。メイドのアイリーンさん、テン
テンさん、エリナさん、朝早くの朝食は
美味しかったです。ありがとうございま
した。到着日のコーラルポイントリゾー
トの４階からの眺望は絶景で、遠方に
見えるオランゴ島を磯辺まで降りて散
策しながら眺めました。干潮の磯では、
地元の方々の磯での貝拾いがあちこち
で見られて、南方にパラセーリングの舞
う姿を見つけ、リゾートを意識しました。

２日目は、バディアンゴルフリゾートに出掛けました。まだ薄暗い朝５時半に出発、３時間
余りのドライブは大変興味深い移動でした。島内の通勤通学が既に始動していて街中はバ
ス、ジプニー、トライシクルにバイクが行き交う混雑。活気がありますが、危ない感じをうけ
ました。バディアンゴルフリゾートに着き直ぐにゴルフの受付で申し込みを済ませ、貸しクラ
ブでのラウンドを炎天下で楽しみました。泊まる予定をキャンセルしてコーラルポイントリ
ゾートに戻る。３日目はボホール島観光に６時半の早出でセブ港へ。８時２０分発のオー
シャンジェットに乗船、２時間揺られてボホール島に到着。送迎車で島内観光へ、快適でし
た。橋下のクルーズランチ、バタフライ園で貴重な蝶と大蛇に触れ、メガネ猿センターで
ジーっと静観。チョコレートヒルズの２００段余りの階段を踏破して絶景を楽しみました。
４日目はラプラプ公園でマジェラン像を観てセブ市内観光、ショッピングを楽しみ夕方の歓
送晩御飯のバイキングは華やかで印象的でした。

家族５人で初めてのセブへ♪夢のような５日間を過
ごし、また仕事への元気をいただくことができました！

　６回目のセブ。今回も、綺麗な海と楽

しいプール、フィリピン料理やマッサー

ジを満喫。それに加え今回は息子たち

とフィリピンの人々の暮らしや町の様

子、日本との違いなどを深掘りした。海

外では日本のお金は使えないから両替

する必要があることや、水道の水は飲

めない、車は右側通行…等基本的なこ

とに加え、車中から見られる町の様子

をじっくり観察。質問があれば通訳さんに質問した。生きた鶏が一羽３００円で売られてい

た。お誕生日のお祝いなどに生きた鶏を購入し自宅で調理し丸焼きにして食べるそうだ。バ

イクが多いのは、車が高くて買えない＆道路が足りず渋滞が多いから。建設中のホテルやコ

ンドミニアムが多いのは、韓国人や中国人の観光客が増えホテルが不足しているからだそ

う。他にも、食肉用のヤギを庭で飼っている家が多いとか、フィリピン料理が酸っぱいのはい

たみづらくするためと、などなど。海やプール、観光だけではなく、セブの人々の暮らしぶりや

日本との文化の違いを肌で感じ、子供たちにとっても更に実りあるセブ滞在となりました。

プールを満喫する息子
たちも、すごく楽しかった！

オーシャンジェットに乗船しボホール島観光へ！ チョコレート
ヒルズの２００段余りの階段を踏破して絶景を楽しみました！

セブの人々の暮らしぶりや日本との文化の違いを肌で感じ、
子供たちにとっても更に実りあるセブ滞在となりました♪

出発日７月３０日（７泊８日）
会員歴８年２ヵ月　平井さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　加藤さん

出発日７月１２日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　清水さん

出発日８月１５日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　五十嵐さん
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　私は、毎年２，３回は海外旅行に

行っていましたが、セブ・マクタン島は

今回が初めての場所でありました。令

和元年８月２０日にマクタン・セブイン

ターナショナルエアポートに到着しま

した。深夜であったので空港のイミグ

レーションもスムーズでありました。程

よくして、ワールドビッグフォーリゾート

のスタッフが私どもの名前のプレート

を持って笑顔で迎えてくださいました。

早速専用車に乗り込みコーラルポイントリゾートへ向かいました。道中大音量のディスコか

クラブのようなことを広場でやっていました。まさに活気ある街並みと逞しい人たちをすぐ

に拝見してしまい、否が応でも気持ちが“高揚”しているうちにコーラルポイントリゾートに

到着。まずは素晴らしい門構えとそのセキュリティーに圧倒され、庭から奥の方にようやく

その全貌が見えたとたん、メイドさんたちの歓迎を受けて、これからこの旅行が本当に始

まったのだと感じました。毎日専用車でマリンスポーツ、市内観光、ショッピングモール等、

まさに王様気分を味わってきました。マクタン島はホテルの建設ラッシュでこれからは東南

アジアの時代が必ずブレークすると確信しました。

マクタン島はホテルの建設ラッシュでこれからは東
南アジアの時代が必ずブレークすると確信しました！

小さい頃に図鑑で見て食べてみたいと憧れていたフル
ーツの数 ！々想像していた以上においしくて大満足♪♪

　妻に誘われて初のセブ旅行に参加し

ました。当初は３月に予約したのです

が、人気が高いらしく、空きがあるのは

７月からと言う事でした。日本も暑くな

る時期に年間を通して温暖なセブへ向

かうのは少々、魅力が半減すると心配し

ていました。けれど日本の様な湿気は

無くカラッとしている為、過ごしやすく

快適な気候でセブの魅力を存分に満

喫出来た５日間でした。今回は妻と二

人の旅行でしたが、次回は是非とも息子家族と一緒に賑やかな時間を過ごしたいと、既に次

回の旅行を考える程楽しい日々でした。この旅行では、日頃、仕事で疲れた身体を癒す為に、

のんびり出来る予定を立てました。ですから全身マッサージから始まり、旅行の締め括りも

全身マッサージで終わりました。お陰様で心身共にリフレッシュし、また仕事に励む気力と体

力が再生しました。最後にセブ旅行の手続き等、お世話になった東京事務局の方々、セブで

至れり尽せりもてなして下さった現地スタッフの方々に感謝申し上げます。ありがとうござい

ました！

初海外♪初セブ！

毎日の移動は快適！ 専用車でマリンスポーツ、市内観
光、ショッピング等、まさに王様気分を味わってきました！

お陰様で心身共にリフレッシュし、また
仕事に励む気力と体力が再生しました

初めてのセブ島 初めてのセブ・マクタン島旅行

行先はセブである！不安はもうない。
　海外旅行の経験もなし、英語力も皆

無。何か困ったことがあってもそれを伝

えることすらできないのでは？と不安で

いっぱいの私でしたが、日本語が多少

わかるという新人の通訳兼ガイドさん、

運転手さん、メイドさんたちに助けら

れ、言葉の壁で不便を感じることもなく

とても快適に過ごすことができました。

台風の影響もあり、海が荒れて当初予

定していたコースのいくつかを変更す

ることになりましたが、通訳さんが親身

になって相談にのって下さったので心強かったです。寺院や教会を回ったり、ジンベエザメ

を見に行ったり、日本とはまるで違う交通事情にドキドキしたり、綺麗な海で思いっきり遊び

回ったりと、セブでの暮らしや文化に触れ、充実した日々を送らせてもらいました。今回の旅

行で一番印象深かったのは、地元の市場で売られていた様々な果物です。小さい頃に図鑑

で見て、食べてみたいと憧れていましたが、日本では売っておらず、あきらめていたフルーツ

の数々が並んでいました。産地でとれた新鮮な果物は、どれも想像していた以上においしく

て大満足でした。小さい頃の夢が一つ叶いました。普段出来ない体験がたくさんできたセ

ブ旅行でした。海外旅行と聞いて不安で身構えてしまう方もいるとは思いますが、観光地の

方々もなれていますし安心して過ごせました。不安がらずにセブ旅行を楽しんで下さい。

妻に誘われて、初のセブ旅行に参加しました。
既に次回の旅行を考える程、楽しい日々でした

　私にとって海外に出ることが初めて

の事で、不安と緊張しかありませんでし

た。空港到着の出迎えが分かりやすく、

夕食のレストランまでも色々な話しを

し、道中も気遣っていただけたことか

ら、夕食を食べ終わったころには不安

や緊張は払拭していました。滞在期間

中は事前に行きたい場所やレストラン

を伝えただけで連れて行ってもらえ、カ

ジノ見学や射撃、ジョリビーやケニーロ

ジャースといった日本では味わえない

体験や食事、また現地での文化に触れることができ、大変満足できる旅となりました。パラ

セーリングやＳＵＰといったマリンアクティビティーに挑戦したり、日本でも馴染のあるタピ

オカミルクティやラーメンもいただきました。ですが、全てが日本とは違い、私にとってとても

刺激的でした。見るもの、食べるもの、体験するものすべてが新しく、移動中の車中から見た

街並みや景色を見るだけでもとても楽しい気分になります。いまや本やインターネットと

いった情報を得る手段はいくらでもありますが、自らの足でその地に立ち、現地の時間で刻

を過ごせたことは何事にもかえがたい貴重な体験です。初めて訪れた海外が今回の旅、セ

ブの地で良かったと思います。

初めて訪れた海外が今回の旅、
セブの地で良かったと思います！

セブでの暮らしや文化に触れ、充
実した日々を送らせてもらいました！

自らの足でその地に立ち、現地の時間で刻を過ご
せたことは何事にもかえがたい貴重な体験です♪

出発日７月１４日（４泊５日）
会員歴３年９ヵ月　小谷原さん

出発日８月２０日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　谷内田さん

出発日７月１６日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　斎藤さん

出発日８月２２日（５泊６日）
会員歴６年１０ヵ月　長田さん
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　セブ島は７月雨季。台風が心配でし
たが、家族二世帯４人４泊５日で行っ
てきました。小雨交じりの成田を出発、
４時間後にマクタン・セブ空港に到着
すると、看板を持った通訳のダイアナさ
んが笑顔で迎えてくれました。まずは
フィリピン料理で気分を盛り上げて
コーラルポイントリゾートにチェックイ
ン。その豪華さに感動もさらに高まり、
こんな贅沢をして良いのかと思ったく
らい。ラプラプ公園を散策してランブー
タンや早採りのランソネス、お試しにド

リアンも買いましたが臭いは強烈で車の中が臭くなるほど（笑）でも美味しかったです。市
内観光のあとマッサージ。超格安に吃驚。ボホール島で船上バイキング、先住民族のパ
フォーマンスに驚き、ターシャ、バタフライガーデン、チョコレートヒルズで感動。後でわかっ
たのはバタフライガーデンには動物や蛇もいたんですね。私たちがボホール島に行ってい
る間は雨は降らなかったのにマクタン島とセブ島は大雨だったとか。非常にラッキーでし
た。この旅では多種料理を満喫し、巨大ショッピングモールや少し治安の悪いカルボンマー
ケットにも行って買物をしたり、旅行出発前に観光場所や飲食店の候補をいろいろ計画し
ていたので、通訳さんとドライバーさんをあちこち引きずり回してしまいました。短い旅行で
したが大雨にも遭うこともなく、とても楽しく優雅な時間を過ごすことが出来ました。

大雨にも遭うこともなく、とても楽しく
優雅な時間を過ごすことが出来ました！

スタッフの皆さん、ありがとう。セブ島、ネグロス島で
過ごした時間すべてが一番のお土産となりました！

　青い空、コバルトブルーの海、待ちこ

がれていたセブ島に行く事ができまし

た。一番心配していた“言葉の問題”は、

ちゃんと通訳のノバさんが付いてくれ

て、何不自由なく旅行を楽しむことがで

きました。台風の影響で予定を変更し

なければならなかったが、豊富なアク

ティビティーが用意されていて、その一

つのバナナボートに乗ってみました。実

は普段遊園地のジェットコースターが

苦手でしたが、初めてのバナナボート

のスピードとスリルを味わうことができとても楽しい思い出となりました。翌日はジンベエザ

メを見に出かけました。その途中、カワサン滝に立ち寄り、ヤシの実ジュースを飲んだ後、ヤ

シの実の中にあるココナッツを食べる機会に恵まれました。これも旅での醍醐味だと思いま

した。そして、実際に目にしたジンベエザメ、“こんな大きな生物がいるんだ、世界は広い！”大

きな口でオキアミを吸い込む姿に感動しました。そして市内観光で訪れた教会の素晴しさ

には驚ろかされました。あまり信仰を持たない人がいると言われる日本人にとっては、その

差にビックリ！その国民性にも感じ入りました。ともあれ、楽しく素晴しい時間をいただいた

ワールドビッグフォーに感謝致します。「また行こうね」と友だちと話しながら帰国の途に着

きました。ありがとうございました。

何度来ても幸せになります！

ボホール島では先住民族のパフォマンスに驚き、
ターシャやチョコレートヒルズの絶景に感激しました！

カワサン滝では新鮮なヤシの実ジュースと実の中にあるココ
ナッツを食べる機会に恵まれました♪これも旅の醍醐味です！

初めてのセブ旅行 行って良かったセブ旅行♪

出会い・繋がりの旅
　素敵な出会いを求めて友人との２人
旅、今回一番の目的地『ネグロス島』の
OISCA BAGOセンターへ。３０年前、サ
トウキビ生産の低迷で経済的に苦しむ
人々に少しでも潤いをとオイスカから
養蚕の話しを指導なさった方が、今９
０才の宮沢さん。先ず目についたのが
ゼブラ模様の蚕、環境に強く、まゆ玉は
白。ここでは蚕室は無く、山間部の一般
家庭へ依頼する所が１３０件位ある
が、これからも増やして行きたい。ここ
から車で１時間位走った所に日本人が
作った天然温泉露店風呂が、約６年か
けて設計どおり温度も適温、地球からの
大切な贈り物、地元の方に尽くされた日
本人に頭が下がります。４日目はセブ
島から車で３時間のアロギンサンへ。
狭い山道を下りBOJO川下り、２人乗り

のカヤック、みの傘を被り１，３キロを海の合流地点まで進む。前方にネグロス島が、両側
には１３０種類のマングローブ。満潮時は深さ３メートル、干潮時は歩いて行ける。帰りは
近くのオーガニックレストランへ。ドラゴンフルーツの生搾りたての色鮮やかな紫色ジュー
スを注文。こんな新鮮なジュース滅多にお目にかかれないらしいです。この辺一帯がセブ島
の自然環境保護区で、２０１６年世界一に。ジュースのストローが竹でした。さすが‼ネグ
ロスセンター長の渡辺さん、４０年前より現地に住み、現地のイロンゴ語ペラペラ、優しい
穏やかなお人柄、立派な人材育成にも力を注ぎ、日本語、英語の先生のもと、皆さん真剣に
勉強されていました。渡辺さんの人間性、通訳さんのリサさんも日本人として関心されてい
ました。ドライバーのナルドさん、池上さんと私の冗談話に盛り上がり、さんざん笑っていた
だき、リサさんおっしゃるのに「こんなに笑った姿初めて見たよ～」あ～良かった。ナルドさ
ん奥さん、奥さんの“手作り饅頭”（もち米にあんをのせて）絶品です。毎日が、またとない
日々。気力体力が許す限り行きます。メイドさん、アイリーンさん、大変お世話になりました。
ありがとう。セブ島、ネグロス島で過ごした時間すべてが一番のお土産となりました。

青い空、コバルトブルーの海、待ちこが
れていたセブ島に行く事ができました！

　飛行機は少し遅れてマクタン・セブ

空港に到着。外には通訳のダイアナさ

んが待っていました。フィリピン料理の

お店で夕食を済ませてコーラルポイン

トリゾートへ行き、明日からのスケ

ジュールを決め、２日目はボホール島

へターシャ（メガネ猿）を観て川下り船

でのランチバイキング美味しかった！次

に珍しいちょうちょが舞っているバタフ

ライ園へ。ネットに止まると少し揺らし

て、「ちょうとお仕事、お仕事！」と言う片

言の日本語で楽しませてくれたのが印象に残りました。チョコレートヒルズでは長い階段を

上がり素晴しい景色を眺めました。３日目は市内観光。マンゴー工場でドライマンゴーを

買ってトップスに行き、レストランで昼食。フラワーパーク見学。まだ未完成の様子。でも日本

の花もたくさん。それから教会、お寺、要塞を回ってショッピング。１日盛りだくさんでした。４

日目はナルスアン島でシュノーケリング。キルトの島で遊び、帰りに船を沖で停めて魚釣り。

船頭さんが素潜りしてウニを山ほど取って、メイドさんがさばいてくれました。獲れたてのウ

ニは最高です。夜はお別れパーティー、皆で食べて踊って幸せ～楽しい楽しい５日間でし

た。スタッフの皆様、ありがとうございました。感謝でいっぱいです。また来たいです。

ボホール島へターシャ（メガネ猿）を観て川
下り船でのランチバイキング美味しかった！

素敵な出会いを求めて友人との２人旅を楽しみました！
毎日が、またとない日々。気力体力が許す限り行きます♪

今日は天気も良く観光日和！ フラワーパークは、まだ
未完成の様子、でも日本の花がたくさんありました♪

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴８年１１ヵ月　髙橋さん

出発日７月１２日（４泊５日）
会員歴９年６ヵ月　牧田さん

出発日８月２２日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　上野さん

出発日８月２９日（６泊７日）
会員歴１０年５ヵ月　酒井さん
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