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ワールドビッグフォーリゾート
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大自然と戯れ健康を育む究極の楽園セブ・ワールドビッグフォー

リゾートへ！大自然に恵まれた華やかな環境は近年の目覚ましい経済発展と

共に開発され、フィリピン観光省も年間８００万人の海外旅行者数を目標に観光事業を

展開、特に一番人気の高いセブ島はイメージアップの重要性から老若男女を問わず楽しめる

体調管理にも適した環境づくりが推進されています。フィリピンは今後のアジア経済を担う

３主要国に選ばれ、新ＶＩＰ（ベトナム・インド・フィリピン）とも言われており、英語圏

でも通用する堪能な英語力と平均年齢２４歳という生産人口が豊富な国は、これからの

経済成長も期待できる明るい未来に、弊社でも環境開発等更に邁進していく所存です。

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究極のリゾートへ!美しい珊瑚礁の海に育まれた南国『セブ島』。この恵まれ
た自然を生かした新パークアクティビティ（動物園・水族館・アスレチック・フラワーパーク）等の大型施設が近年、
続 と々オープン。自然を満喫しながら、食や遊び、癒しが揃うセブ島は、大人も子供も一緒に楽しめる“魅力溢れる”
南国リゾートです。ワールドビッグフォーリゾートのセブ旅行はすべて自由時間です。皆様の滞在を「専属通訳・ドラ
イバー・メイドスタッフ」が毎日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・ご友人との新たな旅の発見、そして大切な思い出作りにもお役立て下さい。尚、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。　　　  　　　　　　　　　　　   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２年２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

０３／０１～０９／３０ ￥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
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１８：２０

＜編集後記＞
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　２度目のセブ、前回は滞在中にアク

シデントがあり、予定していた色々なこ

とが出来ず、今度こそはと意気込んで

いたのですが、出発間際になって左目

に異常が発生し、物が二重に見えてし

まう様になり、優しい妻には「そんなも

の置いて行く」と言うのをなんとか連れ

て行って貰いました。今回は義兄夫婦

との４人でのセブ旅行。マクタン・セブ

空港に到着すると通訳のノバさん、ド

ライバーのナルドさんが暖かく迎えて

くれました。コーラルポイントリゾートに着くと、いつもの（私たちは２度目ですが）マンゴー

ジュースと、前回お世話になったメイドのテンテンさんが会いに来てくれて、セブに戻って

きた実感が沸いてきました。義兄夫婦は５日間の滞在で色々日程を詰め込んだので、朝早

くから夜遅くまで通訳さんやドライバーさんには大変な思いをさせてしまいました。また、

どんなに遅くなっても帰りを待って出迎えてくれたメイドさんにも感謝です。義兄夫婦が

帰った後半は、前回出来なかったパラセーリングやシーウォーカー等のマリンスポーツや

コーラルポイントリゾートのプールで泳いで、マッサージ三昧とゆっくりと過ごすことができ

ました。心配したお天気も滞在期間中は好天に恵まれ、妻にもボホール島の森の中に置い

てこられず、無事帰国する事ができました。

今回お世話になったメイドさんと通訳
さんに囲まれて思わす“ニコリ”です！

パラセーリングでは空から眺めるセブ海峡と対岸のオラ
ンゴ島、ボホール島と眼下に眺める景色に心躍らされた！

　この度は、ワールドビッグフォーセブ

旅行に参加させていただきありがとう

ございました。１１月６日の夕方、セブ

島に到着。気温３１度。皆で夕食後、ア

ロマオイルマッサージを受け、気分爽

快になってコーラルポイントリゾートに

到着しました。９名の一行が４階から

６階のフロアーを全部使ってゆっくり

滞在させていただきました。ボホール

島のチョコレートヒルズ、ターシャ見学、ロボック川下りの船内でのランチバイキング。海で

は海底散歩をしながら熱帯魚たちとの出会い、パラセーリング。マンゴー工場でお土産を買

い、デパートに寄って再びマッサージを受け、日頃の疲れを取った。最終日には楽団入りで

パーティー！メイドさんたちの見事なダンスを見せてもらった。楽しく過ごさせていただきま

した。ありがとうございました。帰りの朝はゆっくり起きて、海水プールで歩き、真水のプール

でのんびり泳ぎ、お腹をすかして朝食をとりました。午後の便で帰国したので、体も疲れず、

楽しいセブ旅行を終えることができました。ありがとうございました。

大好きなセブ島

前回出来なかったマリンスポーツにリベンジ♪水深
５メートル！耳抜きが不安でしたが、もう余裕です！

ゆっくり起きて、海水プールで歩き、真水のプール
でのんびり泳ぎ、楽しく過ごさせていただきました！

楽しいセブ旅行 リベンジのセブ

自然と人との出会いに感謝！
　仕事をリタイアして１０年、ボラン

ティア等で多忙な日々を過ごしている

中での初めてのセブへの旅だった。到

着した翌日はお勧めのバナナボートと

パラセーリングを体験した。パラセーリ

ングでは空から眺めるセブ海峡と対岸

のオランゴ島、ボホール島と眼下に眺

める景色に心躍らされた。船はスピー

ドを上げて走るわけではないのに、穏

やかな風を受けて空中に舞う姿は空中

散歩とでも言えるような素晴らしい体

験であった。３日目、４日目もセブ巡りや美味しいお店に連れて行ってもらうなど楽しい日々

を過ごすことが出来きた。これらはワールドビッグフォーの皆様のお陰だと感謝するもので

ある。現地スタッフの方々にも大変お世話になった。メイドさんには毎朝美味しい朝食を

作って頂いたり、洗濯をして頂いたり、とても助かった。通訳のミシェルさんと運転手のフラ

ンシスさんが共にいてくれたお陰で、全く知らないセブでも安心して行きたいところへ連れ

て行ってもらうことが出来た。フィリピンという国については、ドゥテルテ大統領の話題を介

してしか知識が無かったが、現地で生活している方 と々の交流を通してフィリピンが未来に

向けて発展している一端を垣間見ることが出来たことは、今回の旅での大きな収穫となっ

た。今後はフィリピンという国に関心を持っていきたいと思う旅となった。サラマット！

９名の一行が４階から６階のフロアーを全部使ってゆっ
くり滞在。マッサージ三昧で、日頃の疲れが取れました♪

　私はセブ島が大好きになりました！
初めてセブ島に行ったのは７年前で
す。その時は、施設内に入るのにも厳重
なセキュリティーがあり、コーラルポイ
ントリゾートの外はとても危ないと言
われていました。数年ぶりに行ったセブ
島は綺麗な公園が出来ていて、ショッ
ピングモールも数が増え、私の知って
いたセブ島ではありませんでした。こん
なに変わり続けているセブ島に驚き、こ
れからどんな風に発展して行くのか楽
しみになりました。今回は家族との旅行
でした。家族と旅行するというのは「安全に」というのが最優先で、海外に行くということは、
少し気を張ってしまう所があります。しかし、こちらの旅行では、空港と宿泊場所までの送迎
もあり、日本語の現地通訳さんが常時付くので身を任せた旅行となりました。通訳さんに連
れて行ってもらったレストランでは、お腹がはち切れるくらい、いっぱい食べても日本の半
額、またそれ以上ではないかと思うような金額でした。コーラルポイントのメイドさんの作る
朝食は毎回フルーツがあり、とても美味しかったです。そして何より、セブ島の人々はとても
友好的で、また遊びに行きたい、セブ島のことをもっと知りたいと思う旅行となりました。そ
れはきっと、ワールドビッグフォーの皆様が温かく迎えて下さり、色 と々教えて下さったから
だと思います。本当にありがとうございました。また、娘を連れて主人も一緒に行きたいと思
います。これからも末永くお付き合いさせていただきます。

コーラルポイントリゾートのメイドさんの作る朝食は
毎回フルーツがあり、とても美味しかったです♪

初めてのセブへの旅で、フィリピンという国に関
心を持っていきたいと思う旅となった。サラマット！

また遊びに行きたい！ セブ島のことをもっと知りたいと思
いました♪次は娘と主人も一緒に行きたいと思います！

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　塩川さん

出発日１０月２１日（７泊８日）
会員歴１年７ヵ月　相田さん

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　寺嶋さん

出発日１０月２９日（４泊５日）
会員歴１年　石川さん
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　念願のセブ旅行に行って来ました。

１歳２ヵ月の娘を連れての海外旅行は

不安半分、楽しみ半分でしたが、そんな

不安はすぐに吹っとんだくらい楽しい

旅行でした。まず宿泊先であるコーラ

ルポイントリゾートがとても快適でし

た。広いリビングにベッドルーム。のん

びり過ごせて、娘も思う存分“ハイハイ”

や“あんよ”ができました。私はセブ島で

の買い物を楽しみにしていましたが、

子連れだしゆっくり見られないだろうと思っていました。しかしそんな心配も不要でした。通

訳さんがベビーカーを押して下さり、会計時も付き添ってくれて安心してゆっくり見ることが

できました。荷物まで持ってもらい、思う存分セブショッピングを満喫できました。またセブ

島のキレイな海での海水浴は最高で、娘も初めての海水浴を楽しみました。メイドさんが

用意してくれたバーベキューは本当においしかったです。他にもミラクルアートで映える写

真をたくさん撮ったり、お部屋でマッサージをしてもらったり、リゾート施設の付近を散策し

たり、高級ホテルのビュッフェを食べに行ったり…楽しい思い出ばかりです。通訳さん、運転

手さん、メイドさんのお陰で、とても快適で楽しい時間を過ごすことができました。ぜひまた

セブ島に行きたいと思います。

観光や買い物なども通訳さんやドライバーさんがいつも側
にいるので、思う存分セブショッピングを満喫できました！

今回行きたかった所はほぼ制覇でき、満足のいく楽し
い旅となりましたこれもワールドビッグフォーのお陰です！

　今回初めて主人と２人セブ島旅行に
行くことになりました。主人は、海外出
張などの経験があったりしたのです
が、私は生まれて６０年、初めて海外に
出るということで不安でしたが、パス
ポート取りなども子供たちに聞きなが
ら準備しました。いよいよ旅行当日、成
田に行き、出国手続きも無事に済ませ、
飛行機に乗りました。長時間飛行機に
乗るという不安がありましたが、約５時
間掛かったのですが、意外に大丈夫
だったので“ホッ”としました。窓からは
海しかしばらくの間見えなかったのですが、セブ島が見えた時は“ワクワク”していました。空
港は新しくなったそうで、とても綺麗でした。また、すぐ通訳の方にも会うことができ安心し
ました。セブ島では、海中散歩、パラセーリング、パパキッツにも行き、ジップラインと自転車
での空中散歩と主人とたくさんチャレンジでき楽しかったです。島での食事も何でもあり、お
いしくいただきました。フィリピンの方たちは、お米が好きっということなので、お米に合う料
理が多かったように思います。地元のスーパーに行ったり、地元のファーストフードのお店に
行くことができ、楽しく過ごすことが出来ました。宿泊した部屋も目の前のプールで毎日泳い
だり、毎日ゆったりと過ごし、マッサージなどもして本当に心も体もリフレッシュできました。
不安な私たちに、先に行かれた方たちからたくさんお話しを聞いたり、アドバイスしていた
だき、本当に感謝しています。楽しい旅に終ったことに感謝いたします。

はじめてのセブ

念願のセブ旅行！ コーラルポイントリゾートがと
ても快適で、お部屋でのマッサージも最高でした！

パパキッツでは、ジップラインと自転車での空中散
歩と主人とたくさんチャレンジでき楽しかったです！

初めてのセブ島 楽しかったセブ旅行

４年ぶりのセブ旅行
　４年ぶり、２回目の４泊５日のセブ
旅行でした。今回は３家族の予定でし
たが、ひと家族がキャンセルになりご近
所の仲良しファミリーさんと５人の旅と
なりました。初日は早朝５時に新潟を
出発し、夕方無事にマクタン・セブ空港
に到着しました。空港では通訳さんとド
ライバーさんがお出迎えしてくれまし
た。車にはドライブレコーダーも装着さ
れており、進歩していると感じました
（笑）。２日目はラプラプ公園、シュー
マート、マンゴー工場に行き、早々にお

土産の爆買い！マンゴー工場に売っているジュースは安くて美味しいのでおすすめです。夜
はニューハーフショーを観に行きました。これもまた楽しかったです。３日目は近くのビーチ
でＢＢＱと海水浴をして年甲斐も無くハシャギ、プカプカと青い海に浮かび仕事も家事も
忘れて癒しの一時でした。その後は全身マッサージを１時間受け、６５０ペソ（1400円くら
い）でした。激安で大満足！日本ではありえませんね。４日目はミラクルアートに行き写真を
たくさん撮って来ました。最後の夜はデュシタニのディナービュッフェ、３月にオープンした
ばかりの５つ星ホテルなのでこれがまた最高でした。今回行きたかった所はほぼ制覇で
き、満足のいく楽しい旅となりました。これもワールドビッグフォーのお陰です。セブでお世
話してくださった皆様に感謝しています。本当にありがとうございました。

初の海外と５時間のフライトも意外に大丈夫で、早
速、海中散歩やパラセーリングを体験して来ました！

　数年前からずっと気になっていた人

気リゾート地セブ島!念願かなって１１

月に行って来ました。子連れ（１歳２ヵ

月の孫）旅行なので観光控えめ、マリン

スポーツなしのひたすらのんびり旅行

です。コーラルポイントリゾートはパン

フレットどおりの素晴らしい景観でキレ

イに清掃されたリビングにベッドルー

ム３部屋と、なんとも贅沢な空間で海

を眺めたり、ゆったりと快適に過ごすこ

とができました。ラプラプ公園、マンゴー工場にＳＭマートにアヤラモールでのお買い物も、

いつも通訳さんとドライバーさんが一緒にいてくれるので安心して楽しむことができ大満足

でした。お部屋での全身マッサージも最高です。癒されます。一番楽しかったのはビーチで

のバーベキュー!!数十年ぶりに海に入り子供の様に大はしゃぎし、メイドさんが焼いてくれた

お料理とマンゴーがすごくおいしかったです。ツアーとは違い、自分たちで作るオリジナルの

行程での今回のセブ旅行は快適で本当に楽しかったです。メイドさん、通訳さん、ドライ

バーさん、ワールドビッグフォーリゾートのスタッフの皆様に感謝の気持でいっぱいです。あ

りがとうございました。今度は夫も一緒にまたセブに行きたいと思います。

コーラルポイントリゾートはパンフレットで見た通り♪な
んとも贅沢な空間で海を眺めたり、ゆったり快適でした！

最後の夜は５つ星ホテル「デュシタニ」のディ
ナービュッフェへ。これがまた最高でした♪

念願が叶い、ずっと気になっていた人気リゾート地セブ
島に行って来ました！子供と孫との“のんびり旅行”です！

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　石本さん

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴１年　仲塚さん

出発日１１月７日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　森さん

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴５年　高山さん
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　最初ワールドビッグフォーのお話し
をお聞きし、入会を決めた時にはセブ
島の説明は聞いていたものの全く感心
はありませんでした。『セブ島』イコー
ル、『リゾート』というのが結び付かなく
て、毎月届く会報を見ても「海があって
ゴルフやマリンスポーツが出来るんだ
……。」と思っていた程度でした。でも
紹介して下さった方から今回セブ旅行
へ誘っていただき、一度くらいどんな所
か見てみたいと思い申し込みを決めま
した。こちらの旅行の素晴らしい所は、

１グループ毎に何処に行きたいか何をやりたいかを叶えてくれる所です。大体初めて行く
国ですと、“あそこに行きたいけど、どうやって行けばいいのか”とか、“英語も通じないので、
タクシーを使うのも不安“で、つい現地の高いパッケージツアーに頼りがちになります。でも
今回の旅行では、そんな心配は一切無用でした。毎日、日本車の大きな車で専属のドライ
バーさんと通訳兼ガイドさんが付きっ切りで案内してくれて、荷物まで持ち運んでくれまし
た。ネイルやマッサージ、食事も予約を入れて料金の確認、おつりまで合っているか見てく
れたのには感心しました。おかげさまで不慣れな通貨も間違うことなく買い物も楽しくでき
ました。国民性も穏やかなのか、人として接しても嫌な思いをすることも無かったですし、安
心安全に楽しい時を過ごせて満足のいく旅となりました。今回は他の島に行ったり、マリン
スポーツはやりませんでしたが、またいつか訪れる機会があれば是非チャレンジしてみた
いと思います。

毎日、専属のドライバーさん通訳兼ガイドさんが付
きっ切りで案内してくれて、安心安全に楽しめます♪

私は念願だった“ヘビ”に触れる
ことができ、とてもハッピーでした！

　はじめての２人での海外旅行、セブ

島。せっかくなので“フォトウェディン

グ”、“ジンベエザメツアー”の２大イベ

ントを計画しました。マクタン・セブ空

港到着後、通訳のダイアナさん、運転手

のベルナルドさんと無事お会いでき、

まずは早速レンタルドレスのお店へ。

いろいろ試着して悩みたいところでし

たが、翌日が撮影日ということもあり、

即決。アクセサリー類はレンタルがな

かった為、急遽買うことにしました。撮

影当日はカメラマン、メイクの方々にコーラルポイントリゾートに来ていただきました。敢え

て口を出さずに、現地メイク（笑）。カメラマンの言うまま様々なポーズでの撮影。海外ならで

はの大らかでドタバタな感じがとても楽しく、本当に思い出に残る経験・写真となりました。

３日目は移動してバディアンゴルフリゾートに一泊・翌日早朝からのジンベエザメ＆シュ

ノーケリングに備えます。間近で見るジンベエザメに大興奮‼もっと一緒に泳いでいたかっ

た…。２大イベントの合間もマッサージや買い物など希望通りに案内していただき、海外と

いう不安は全くありませんでした。ダイアナさん、ベルナルドさんたちには大変感謝です。あ

りがとうございました。セブ島でやりたいことはまだまだあるので、飛行機が苦手な旦那さ

んを口説き落とし、また新たな思い出をつくりに訪れたいと思っています。

のんびり贅沢な初セブ旅行

楽しかったセブ♪今回は他の島に行ったり、マリンスポー
ツはやりませんでしたが、また是非チャレンジしてみたい！

撮影では海外ならではの大らかでドタバタな感じがとて
も楽しく、本当に思い出に残る経験・写真となりました！

はじめてのセブ島 楽しかったセブ

心に残る新婚旅行
　今回３度目のセブへの旅は新婚旅
行でした。私と旦那さん、そして２人の
息子の４人での海外旅行は初めてで、
成田空港からマクタン・セブ国際空港
まで、ドキドキ、ワクワク、そして何より
２人の子どもが心配でした。しかし、２
人とも私が思っていたよりも怖がらず、
無事にセブへ着くことが出来ました。空
港では、ワールドビッグフォーの通訳さ
んとドライバーさんが笑顔で待ってい
てくれて、「セブでの日々を楽しく過ごせ
そうだな～」と安心しました。２日目は

ショッピングでたくさんのかわいい物を購入してしまいました！そしてショッピング中の値下
げ交渉もたくさんして楽しく、安く購入できて良かったです!３日目はボホール島へ行き、島
めぐりをしました。私は念願だったヘビに触れることができ、とてもハッピーでした！チョコ
レートヒルズは子供を抱っこしたまま頑張って登りましたが、やはり頂上の手前で断念して
しまいました。もう少しだったのでとても悔しいですが、山の中腹でもすばらしい景色でし
た。４日目は射撃を朝イチからしました。初めての射撃は衝撃的でした。手に伝わる振動が
すごすぎて少し怖かったです。セブで過ごした日々がとても楽しい思い出になったのも通訳
さん、ドライバーさん、メイドさんたちのお陰です。みなさん子供たちと遊んでくれたり、とて
も助かりました。今度はもう少し成長してから行きたいです!!

初めての２人でのセブ島、せっかくなので“フォトウェディン
グ”、“ジンベエザメツアー”の２大イベントを計画しました♪

　会員歴１４年目にして、ようやく念願
のセブ島に行ってきました。家を出発し
て駅に向かう道中、偶然にも空に虹が
かかっており、これから始まる女子２人
旅が楽しいものになる予感。マクタン・
セブ空港で通訳さんとドライバーさん
の暖かいお出迎えを受けコーラルポイ
ントリゾートへ。街のいたるところでク
リスマスムードが漂いツリーやイルミ
ネーションで綺麗でした。いよいよ到
着。パンフレット以上にとても素敵で、
ワクワク、ドキドキ。翌朝はニワトリの鳴
き声を遠くに聞きながらお目覚め。バ
ルコニーに出ると目の前はお手入れの行き届いた庭園。緑に溢れブーゲンビリアが咲き乱
れ、その先に広大でそれでいて穏やかな海の絶景。ボーッとその海を眺め、時間がゆっくり
と流れて行くのを楽しむ…この上ない贅沢。朝食は毎朝８時にお願いし、メイドさん手作り
の美味しい食事（完熟生マンゴー最高）をゆっくりいただいた後、お迎えの車へ。５日間に渡
り市内観光、お買い物、マッサージ、人生初のネイルサロン。どれも格安でビックリ。夜はア
メージングショー。夕食はスペイン料理、海鮮料理、プレゼントのＳＭモールでのバイキン
グ。どれも美味しく楽しい経験でした。道路はいつも多くの車で混雑していましたが、ドライ
バーさんの見事なハンドルさばきで感心の連続。若者が多く、とても活気に溢れていまし
た。スタッフの皆様のお陰で、言葉、移動手段、食事等何の心配もなく、楽しく快適にセレブ
気分を満喫することができました。本当にありがとうございました。また来ます。次回はマリ
ンアクティビティーを楽しみます。

広大で、それでいて穏やかな海の絶景。時間がゆっくりと
流れて行くのを楽しむ…この上ない贅沢を味わいました♪

３度目のセブは心に残る新婚旅行でした♪子供と４人で
の海外旅行は初めてで、とても楽しい思い出になりました！

５日間に渡る初セブ旅行は『言葉、移動、食事』等何の
心配もなく、楽しく快適にセレブ気分を満喫できました！

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴１４年　山井さん

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　松崎さん

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　但木さん

出発日１月１１日（４泊５日）
会員歴９年１１ヵ月　村山さん



7 8

　２回目のセブ旅行は、高校時代の同

級生、上田さんを誘って行って来まし

た。今回も愉快な仲間たちと合流し、総

勢９名!! 到着した日から、食べて食べて

食べまくる～♪スーパーのフードコー

トでフィリピン料理のＢ級グルメから、

オシャレなイタリアンや地中海料理を

堪能。そして初めて食べたＬＡＮＺＯ

ＮＥＳ（ランソネス）。見た目はジャガ

イモなのに、皮をむくと食感がおもしろいフルーツでした。味はグレープフルーツの様な、

レモンの様な…固体によっては味が変わります。甘酸っぱくおいしかったです。種は苦しい

ので噛まないように注意して下さい。日に日に体重が増加し、着ていた服もきつくなり、帰国

後はダイエット!! 思っていましたが、成田到着と同時に体調を崩し、あっという間に体重は戻

りました。次回は腹八分目を意識し、のんびりゆったりリゾートライフを過ごそうと思ってい

ます。いつも私たちのわがままを聞いてくれる現地スタッフの皆様に感謝、感謝のセブ旅行

となりました。

“食べて食べて食べまくる～”フィリピン料理のＢ級
グルメ♪オシャレなイタリアンや地中海料理を堪能！

今日は絶好のマリンスポーツ日和り♪パラセー
リング、バナナボートが体験できて、気分は最高！

　以前立て続けに５回オジャマさせ
ていただいたので、もういいかもと、
ちょっと気取って地中海クルーズ、カ
リブ海クルーズと豪華客船の船旅を
していました。昨年またセブもいいか
なーと思ったところ、ワールドビッグ
フォー幸福太り（？）がたたって９日間
のダイエット入院をすることに……。
同じお金かけるなら病院に大金をか
けるのはトラベルシンドロームの私
にとっては不本意と思いつつも、糖質
ダイエットにトライ。順調に減量でき
たので、「ぼつぼつセブもいいかな」
と申し込んだ所、定期健診でちょうど
一年後の精密検査の時期がセブ帰国後に決まり「３日間します」とのカリスマドクター
の言葉にびっくり。「おいおい、かんべんしてよ」。正月早々に地獄が待っています。美味し
いフルーツ、糖質ゼロのビールはないし、フィリピン料理の濃い味付けのおいしいこと。
だめだ、今までの苦労が水の泡になりそう……。全てが私には“毒”に見えます。最初の
１日、２日目は気にしていたのに、“糖質ダイエット？、何それ、カンケイナイジャン”意思
の弱さにガッカリ。また帰ったらガンバロー。コーラルポイントリゾートで絶景の海を眺
めながらグラス片手に本当にゆっくりできた。記憶が良くなるドリルも持参したが開くこ
ともなかった。韓ドラガイドは読む。１２月だというのに２４日のイブには大きな台風
がくる。他にも雷、夕立、あと花火、目まぐるしくかわります。楽しい８日間でした。今度は
息子ファミリーとワンサワンサでオジャマさせていただきます。懐いてくれる若いスタッ
フさんたち、本当に可愛いです。セブファミリー最高‼

初めてのセブ島

愉快な仲間、総勢９名でセブを満喫!! いつも私たちのわ
がままを聞いてくれる現地スタッフの皆様に感謝、感謝！

台風と花火！ 目まぐるしく、また楽しい８日間でした！
今度は息子ファミリーとオジャマさせていただきます！

６回目、５年振りのセブ～セブファミリーに囲まれて～ 食い倒れのセブ旅行

素晴らしいセブ旅行
　待ちに待った２回目のセブ旅行。６
人での旅でした。到着したマクタン・セ
ブ空港が新しくなっていて驚きました。
前の時と同じ通訳のリサさんと運転手
さんが出迎えてくれて、一安心。スー
パーでビールやおつまみ、果物等を
買って宿のコーラルポイントリゾート
へ。かわいいメイドさんたちが待ってい
てくれて、美味しいウェルカムマンゴー
ジュースをいただきました。「セブに来
たー」と実感。翌日は絶好のマリンス
ポーツ日和り。前回は海が荒れていて
出来なかったパラセーリングやバナナ

ボートが体験できて、気分は最高！青い海原を眺めながらパンダノン島にも行くことができ、
美味しい海の幸のＢＢＱランチをご馳走になりました。全身のアロマエステはなんとも言
えない気持ち良さ。翌日は脚のマッサージに爪のケアまでしてもらい、至福の時を過ごしま
した。アメージングショーの華麗なダンス、歌、お笑いまで心から楽しめました。その帰りに
は、フィリピン料理を堪能し、大満足。マンゴー工場やシューマート、スーパーでお土産を買
い、最後の夜はマルコポーロホテルでの超豪華なバイキングで満腹に。至れり尽くせりの旅
に感謝でいっぱいです。ワールドビッグフォーに出会え、こんなにも素晴らしい体験が出来
た事、本当に幸せだと思います。通訳さん、運転手さん、美味しい朝食や洗濯までして下さっ
たメイドさんたちありがとうございました。次回を楽しみに、明日からまた頑張りたいと思い
ます。

絶景の海を眺めながらグラス片手に本当にゆっくり～で
きた♪“記憶が良くなるドリル”は開くこともなかった♪（笑）

　母に誘われ、総勢８人（両親、妹夫

婦、自分と妻と６歳と２歳の子供）で初

めてのセブ島旅行に参加しました。子

供たちと一緒に行く海外旅行は初めて

でしたが、現地では、通訳のダイアナさ

んと運転手のベルナルドさんをはじ

め、メイドさんたちが良く面倒を見てく

れとても楽しく過ごせ安心しました。ア

メージングショーでは彼ら!？を見て２

歳の息子が楽しそうに終始拍手をし、たぶん女の人だと思って見ていたのだろう、本当にき

れいだった…笑。６歳の息子は無人島へ渡った船の船頭がお気に入りで海とプールを満

喫、ボホール島ではターシャの写真を撮るのに夢中。チョコレートヒルズやロボック川船下

りでのバイキングと民族舞踊に満足。セブ市内観光もしたりと色々な所へ行き、最終日前夜

はさよならパーティーを開いていただき、ブタの丸焼きに子供たちも私たちも目をまん丸く

し驚いたり、みんなでダンスをしたりと大盛り上がり！普段とは違う大自然のなかで素晴らし

い体験、刺激を受けてとても充実した笑顔の絶えない日々を過ごすことができました。あり

がとうございました。

息子は無人島へ渡った船の船頭がお気に入りで海とプールを
満喫！ 初めてのセブ島は子供たちにとって貴重な体験でした！

ワールドビッグフォーに出会え、こんなにも素晴ら
しい体験が出来た事、本当に幸せだと思います！

ボホール島へ渡り、チョコレートヒルズやロボック
川船下りでのバイキングと民族舞踊に満足♪♪

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴５年　歯黒さん

出発日１０月１６日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　大野さん

出発日１２月２２日（７泊８日）
会員歴１１年１ヵ月　甲田さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴５年４ヵ月　岡野さん
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　寒い日本から常夏のセブ島へ。６泊

７日の旅行でした。今回は、パラワン島

へ行きました。『世界遺産』の地底の川

をボートで入り鍾乳洞がいろいろな形

で出迎えてくれましたが、すこし暗くて

わからない所もありました。でも素晴し

かったです。日本語での説明がありまし

たので、良くわかりました。翌日は長い

時間車での移動、エルニドへ向かいま

した。車窓からの風景が素晴しかったです。エルニドでは、アイランドホッピングでシュノー

ケリングを体験。色とりどりのたくさんの魚、珊瑚礁をいつまでも見ていたかったです。カ

ヌーに乗り、美しい風景を見ることが出来ました。コーラルポイントリゾートのプールで泳

ぎ、海水のプールもとても良かったです。とてもゆったりとした時を過ごせました。メイドさ

んたちは、朝早くからお弁当を作ってくれました。とても美味しかったです。リサさん、ドライ

バーさん、メイドの皆様に大変お世話になりました。楽しい旅行ができました。感謝致しま

す。また行きたいです！

エルニドでは大自然と戯れ、カヌーに乗
り美しい風景を見ることが出来ました♪

皆でアイランドホッピングも満喫！ 白浜でバーベキュ
ー料理を堪能！綺麗な魚たちとも泳いできました！

　気の合った仲間と初めてのセブ旅

行。通訳のリサさんや運転手さんのお

世話のお陰で、何ひとつ心配すること

なく、今思っても本当に有難く、感謝の

気持でいっぱいです。出かける前の予

報では雨でしたが、天候に恵まれ南国

の大海原を眺めながら、年甲斐もなく

パラセーリングやバナナボートなどに

挑戦でき、夢の様な日々でした。バン

カーボートに乗り、パンダノン島できれ

いな海を眺めながら、バーベキューを

いただきお腹を満たし、南国情緒を楽しみました。アロママッサージで疲れたからだを癒

し、フットマッサージは初めての体験で、こころもからだもリフレッシュが出来ました。コーラ

ルポイントリゾートでは優しいメイドさんたちがお世話をして下さり、毎日生の果物、マン

ゴーやパイナップル、バナナ、スイカなどを食べ、またフレッシュジュースも日替わりで出して

貰って本当に幸せでした。アメージングショーも初めて見たのですが、自分が思っていたも

のと違って、素晴らしいショーでした！ニューハーフショーでこれ程感動するとは思いません

でした！本当に楽しく素晴らしい旅行でした。ワールドビッグフォーリゾートの関係者の皆

様、本当にありがとうございます。皆様に出会えて本当に幸せで、心から感謝申し上げます。

初めてのセブ島

パラワン島、『世界遺産』の地底の川を
ボートで入り鍾乳洞へ。素晴しかったです！

南国の大海原を眺めながら、年甲斐もなくパラセーリ
ングやバナナボートなどに挑戦！夢の様な日々でした♪

初めてのセブ島 楽しい旅

セブ島（コーラルポイント）でのバカンス最高!!
　人生初のセブ島へご近所の仲良し夫
婦３人組みで珍道中してきました。話
には聞いていましたが、本当に現地空
港での通訳（ノバさん）、ドライバーさん
の暖かいお迎えから始まり、コーラルポ
イントリゾートでの可愛いメイドさんた
ちのサービスと至れり尽くせりの４泊
５日でした。初日の夕飯は近海のお魚
をその場で調理していただけるお店へ
案内していただき、皆で新鮮な魚介類
に舌鼓し、祝杯を挙げました。２日目
は、リゾート内の船着場から船でアイラ
ンドホッピングを楽しみ、シュノーケリ

ングで綺麗な魚たちと泳いだり、無人島の白浜でバーベキューの料理を堪能しました。３日
目は小雨でしたが、セブ市内観光でセブの歴史を垣間見たり、ローカルなスーパーマー
ケットで買い物や美味しくリーズナブルなマンゴーやアイスでお腹一杯になりました。４日
目は、我々６名の平均年齢６８歳でしたが、初挑戦のパラセーリングやバナナボートを楽し
みワクワクでした。またマリンスポーツを楽しんだ後は、敷地内にあるプールでひと泳ぎし
ジャグジーでのんびりと時間を過ごしました。あっという間の４泊５日でしたが、フェアウェ
ルパーティーでは今回お世話をしていただいたノバさんやメイドさんたち、バンドの皆様
からの心温まるダンスや音楽をご一緒させていただき大変盛り上がり、生涯忘れることのな
い楽しい旅となりました。５日目の別れる際は、「また、必ず遊びに来るね」と約束を交わして
帰ってきました。本当にありがとうございました。

気の合った仲間と初めてのセブ！ 海遊び、食事、
ショーも満喫！本当に楽しく素晴らしい旅行でした！

　会員の岡野さんよりセブ島の良いと

ころばかり聞かされ、どんなに良いとこ

ろか話だけではなく実際自分が行って

体験したいと思っていましたが、なかな

か全員の日程があわず月日は過ぎてし

まいました。やっと日程が合い、念願の

セブ島旅行が実現。埼玉から４人、長

野から２人、合計６人が成田空港で合

流しセブ島旅行の始まりです。セブ空

港には通訳さん運転手さんが出迎えて

くれ、宿泊先のコーラルポイントリゾートへ。メイドさんに出迎えられておいしいマンゴー

ジュースをいただきました。広い部屋と眺めの良さには感動しました。宿岩さん中野さんが、

初めてセブに来た私たちの為にこれからの日程を色 と々考えて下さいました。パラセーリン

グ、バナナボートの体験は、とても楽しかった～♪パンダノン島、ニューハーフショー、オイル

マッサージ、ネイル等、「こんなにゆっくりしたことはない」というくらい、セブでの贅沢な時間

に癒されました。買い物、ホテルでの食事、現地のスーパーマーケットでの買い物など、とて

もいい思い出です。天候にも恵まれてた楽しい４泊５日の旅、至れり尽くせりの滞在でした。

通訳さん、ドライバーさん、メイドさんに感謝です。

初めてのセブ島、南国の海は気分爽快！
天気も良く至れり尽くせりの滞在でした♪

コーラルポイントリゾートのプールでひと泳ぎし、ジャ
グジーでのんびりと時間を過ごす！ 極楽気分です♪

楽しい仲間６人でオイルマッサージ、ネイル等を
体験してリラックス～♪全身生まれ変わりました♡

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴２年　佐々木さん

出発日１１月１６日（６泊７日）
会員歴６年１１ヵ月　竹田さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴２年　野澤さん

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　西川さん
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　旅行前日、フィリピン沖に台風２８
号発生！雨男の私としては、「今回は勘
弁して」と思いながら翌日寒い日本を
家族と共に南国の島へと飛び立ちまし
た。やはりそこは南国、飛行機を降りた
瞬間から温かい空気！「また、ここに
帰って来た！」と感じさせてくれました。
昨年も来ていたのでスムーズに通訳の
リーゼルさん、運転手のナルドさんと
合流し、コーラルポイントに案内しても
らいました。今回は前回とはまた違う、
すごく広くて綺麗な部屋、そして、絶景

を楽しめる場所に招待して頂きました。子供たちも大喜びで、着いてまもなくプールに飛び
込みました。翌日は、波が高くなる前にマリンスポーツをやりたいと思い、家族４人でバナ
ナボート、パラセーリングを体験しました。慎重派の長男もパラセーリングにはとても感動し
ていて、遠くをみつめながら笑顔が絶えないのが印象的でした。３日目はJpark Islandへ遊
びに行き、施設の豪華さにビックリさせられ、食事も含め、子供も大人も思う存分堪能させ
てもらいました。４日目は、ＳＭモールに連れて行ってもらい、お土産や買い物を爆買いし、
運転手のナルドさんを呼んで荷物運びを手伝ってもらう程でした。最後の晩餐は、会社から
御馳走になり美味しくいただきました。御馳走様でした。本当に有意義な時間を家族と一緒
に過ごすことができ、また最高の思い出が増えました。本当に有難う御座いました。そして、
最後に台風の影響もあまりなく過ごせた晴れ女の妻に感謝！有難う！！

Jpark Islandでは施設の豪華さにビックリさせられ、食事
も含め、子供も大人も思う存分堪能させてもらいました！

初めてのパラセーリングと海底散歩のシーウォー
カーは、ドキドキでしたがとても楽しかったです♪

　１１月、日本は紅葉のシーズンの中、
私たち６人は南国セブ、コーラルポイ
ントリゾートへ。新しいマクタン・セブ空
港に到着。南国の香り、青い空、ブルー
の海を一望出来るゴージャスなお部屋
へ。海好きの私はパンダノンアイランド
への１時間の船旅にシュノーケリング
でたくさんのオヤビッチャにも会えて
嬉しかったです。またバナナボートにパ
ラセーリングとマリンスポーツを楽し
み、プライベートビーチではクモヒトデ
を見つけたり、海水プール、ジャグジー
プールやマッサージなど楽しみました。朝のお庭には、プルメリアにブーゲンビリア、マホガ
ニーの実など、南国の香りの中での散歩に癒され最高でした。毎朝５時４５分に昇る朝日
を待ちましたが、残念。太陽は雲の中でしたが、朝のキラキラと輝く海をバルコニーから飽き
ることなく眺めていました。若くキュートなメイドさんが作って下さる毎朝違うフレッシュ
ジュースが美味しく、フィリピン料理の夕食のアドボガンコンが好きでした。近くのシーフー
ドレストランやスペイン料理（オラ・エスパーニャ）も美味でした。フェアウェルパーティーで
の子豚の丸焼きは、２０歳にバコロドで食べたレチョンをまた食べれるなんて最高でした。
元気なスタッフの方々、親切な通訳のノバさん、笑顔のステキなドライバーさん、皆様のや
さしい心遣いに感謝で一杯です。このワールドビッグフォーに出会えたこと、人生を豊かにし
て下さる楽しい時間をありがとうございました。次回はバディアンゴルフリゾートへ。

親しい仲間（３夫婦）とセブで至福の時！

２年連続のセブ旅行！本当に有意義な時間を家族と一
緒に過ごすことができ、また最高の思い出が増えました！

パンダノンアイランドでは、シュノーケリングでたく
さんのオヤビッチャにも会えて嬉しかったです♪

青い海・楽園セブ ２年連続のセブ旅行

楽しかったセブ旅行
　今年還暦を迎えて初めての海外旅行
でしたが、セブ島での体験は今まで経
験したことのないとても楽しい思い出
となりました。伝えて頂いたことに感謝
で一杯です。朝成田空港９時３５分の
セブ行きの飛行機に乗り、コーラルポ
イントリゾートに着いたのは夕方で、先
ずは施設内を散策、素晴らしい家具や
プール、海にワクワクでした。しかし次
の日から台風となりマリンスポーツや
島めぐりは出来ず、２日間は市内観光と
なりました。でも日本では体験出来な
い実弾射撃を体験し、その衝撃と音に

ビックリさせられ、ギター工場ではマンゴーの木で作られたウクレレに魅了されて購入して
しまいました。また、全身エステで日頃の疲れもしっかりとってもらい、夜のＡｍａｚｉｎｇ 
ｓｈｏｗの素晴らしい踊り、大きな水族館の手馴れた鳥や魚の見学、巨大ショッピングモー
ルでの果物の安さと豊富な量などすべてに感動でした。あきらめかけていたマリンスポー
ツでしたが、最終日前日台風が落ち着き楽しむことができました。初めてのパラセーリング
と海底散歩のシーウォーカーは、ドキドキでしたがとても楽しかったです。そして最後にコー
ラルポイントリゾートへ戻って、海でシュノーケル。ウニや貝を取ることができ、本当に充実し
た日々を過ごすことができました。毎日の朝の生ジュースとマンゴー、バナナのおいしいこ
と、メイドさん、通訳さん、運転手さん、そしてずっと世話をしてくれた鈴木統括に感謝で一
杯です。次回は島へ行く楽しみも増えました。また必ずセブに来たいと思える旅行となりま
した。ありがとうございました。

青い海・楽園セブでの癒しのひと時、人生を豊か
にして下さる楽しい時間をありがとうございました！

　初めてのセブの旅。近所の親しい３

夫婦と一緒に出かけ、一緒に帰ってき

ました。向かいの家の西川さんから話

を聞き、今年ワールドビッグフォーの会

員になったばかりなのに、皆でゆったり

と時を過ごさせていただき感謝です。

空港で通訳さんの出迎えを受けた時、

自然な日本語での語りかけに外国であ

ることを忘れ楽しい滞在が始まりまし

た。「セブで何をしたいですか？」と聞か

れ、いろいろ調べて来た人はやりたい

ことを相談していましたが、会報を読んでも、やりたいことを“リストアップ”していなかった私

は、皆の意見に乗ることとしました。計画が決まってみると初めての体験もあり、シュノーケリ

ングで魚の群れに近づいたり、小さな島に上って南国のそよ風を受けてのバーベキュー、市

内見物とショッピングの後はニューハーフショーのお楽しみ。パラセーリングは夫婦で初体

験でしたが、上空から見た視界３６０度の世界はとても気持がよく感動的でした。帰国の前

夜、特別に子豚の丸焼きも用意して貰い、宴会にバンドの生演奏も加わって大変もてなして

いただきました。滞在中、私たちのサポートをして下さった通訳のノバさん、食事の用意や

洗濯などでお世話になったメイドさんたち、気持ちよく対応してくれた運転手さん、ありがと

うございました。

特別に子豚の丸焼きも用意して貰い、宴会にバンド
の生演奏も加わって大変もてなしていただきました♪

充実したセブ旅行でした！ 次回は島へ行く楽しみも増え、
また必ずセブに来たいと思える旅行となりました♪♪

初めての経験だった島めぐりでは、小さな島に上って
南国のそよ風を受けてのバーベキューを楽しみました♪

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　佐藤さん

出発日１１月２８日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　石綿さん

出発日１１月２４日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　浅野さん

出発日１２月１日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　竹本さん
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　去年の１２月にセブ旅行の手続き

等を済ませて準備万端、出発の予定で

した。しかしその直前に左足を骨折、全

くもって自分の不注意による不慮の事

故のため、誘ってくれた弟夫婦には同

行できませんでした。そしてそれから１

年経過、また弟夫婦から声が掛り、二つ

返事で一員に入れてもらいました。す

べてが初めてのこと、何もかもが新鮮

な感覚で目に耳に飛び込んできます。

自国から数時間の地にそのような世界

が展開していました。パンダノン島の渚で童心に戻っての水遊びの心地よさ、海鮮などの

バーべキューの味、これらから体験が始まりました。次のボホール島では、水上レストランで

の昼食、ターシャとご面会、チョコレートヒルズからの眺望が堪能できました。その次は、海

中です。マリンスポーツのひとつ、海底散歩に挑戦。決死の思いでした。しかし水中で熱帯

魚と接するうちにその思いも薄れるほどの新世界でした。などなど体験しましたが、これら

は、統括の鈴木さん、メイドさん、ドライバーのフランシスさん、通訳のノバさん、皆さんの

心遣いがあったからこそと感謝しています。とりわけ、膝の痛みを覚える私にすべての場面

で手を差し伸べてくれたノバさん、セブの思い出とともにあなたの手のぬくもりは一生の宝

です。

パンダノン島の渚で童心に返っての水遊びの心地よさ…。
海鮮などのバーべキューの味、これらから体験が始まりました♪

ジャックフルーツなどの珍しいフルーツ
はとっても美味しく楽しかったです♪

　私は１２月４日から４泊５日でセブ

島へ旅行して来ました。１２月４日は

伊那地方から１０人で中部国際空港

から出発しました。午後６時半発の飛

行機で約４時間半でマクタン・セブ空

港に着きました。セブ島は暖かく、２３

度でした。１２月５日はセブ島内を観

光しました。革製品の店、教会、サンダ

ルの店、デパート等を見学しました。１

２月６日は島めぐりへ行き、海岸を散

歩して昼食にバーベキューをいただきました。島にはとても沢山の犬がいました。１２月７

日はまた別の島へ行き、海水浴場を散歩しました。コーラルポイントリゾートへ帰る時波が

少し高く、風も強かったです。午後ラプラプ公園を散歩したり、お土産を買いました。１２月

８日はコーラルポイントを出て、マクタン・セブ空港から１２時発の飛行機で中部国際空港

に帰ってきました。５日間天気が良く、事故もなく楽しい旅行ができました。４泊５日の旅行

は初めてで、毎日朝食はコーラルポイントリゾートでいただき、マンゴージュース、パン等と

ても美味しかったです。また機会があったら行きたいです。

今度も

ボホール島では、水上レストランでの昼食、ターシャと
ご面会、チョコレートヒルズからの眺望が堪能できました！

４泊５日、初めてのセブ島旅行です♪２３度の気候は心地
よく、毎朝マンゴージュースを頂き、観光も満喫してきました！

初めてのセブ島旅行 １年後に実現

Ｉ♡癒しの島・セブ
　３年ぶり、主人と２人きりのセブの旅

……。ちょっぴり不安でしたが、いろん

なリクエストに嫌な顔一つしないで応

じてくれた通訳のダイアナさんとドライ

ビングテクニック抜群のベルナルドさ

んのお陰で、のんびりと楽しい旅になり

ました。初めての乗馬体験、ジップライ

ンは童心に返った気分で楽しかったで

す。バディアンゴルフリゾートでは２泊

してゆっくりゴルフにマッサージ、フィリピン料理のお店で豪華な料理も良かったし、行き帰

り食べた、“パンの実”と“ココナッツミルク”で作った『ビビンカ』は素朴な味でとっても美味し

かったです。ギター工場の見学、マクタンニュータウンでのティータイム。市場のそぞろ歩き

も良かったし、ビラで皆一緒にワイワイとしゃべりながら食べたソーメン、焼き肉、ピザ、

ジャックフルーツなどの珍しいフルーツはとっても美味しく楽しかったです。豪華なホテル

でのサヨナラパーティーもゴージャスな気分になり楽しませてもらい、６度目のセブ旅行は

最高の思い出となりました。

島めぐりへ行き、海岸を散歩して昼
食にバーベキューをいただきました♪

　今回も統括の鈴木さんに勧められ８

泊９日を設定。そのため、前半は４泊

５日の妻や親族と同一行動。後半は追

加継続別体験となった。今回は前回、

前々回と同様の行動もあったが、それと

は違う情緒も味わうことができた。その

一つが、早起きをして日の出を待つま

での数分間だった。寄せる波のささや

きと、漸次変化していく漆黒の天空、そ

の推移が「冬至まえ 海と語らい 日の出

待つ」の句になった。また二つ目は、６

階のテラスでのこと。時間に余裕があったので、ソファで本を読んでいた。しばらくしたらメ

イドさんがコーヒーを持ってきてくれた。海原を渡ってくる涼風、コーヒーカップを片手にし

ての読書、これが年来の夢だった。どちらも山国育ちの小生にとって心の潤いになった。ま

た、前回に引き続き、鈴木さんとゴルフにも挑戦。セブを訪れる前までは一切やったことが

なかったため、道具がない。それを知った教え子がすべて調達しプレゼントしてくれた。もち

ろんスコアは初心者そのものの数字、しかし数字よりもそのクラブを振るたびに彼への感謝

が湧き出ていた。このように、今回は行動そのものによる収穫もあったが、それに比肩する

心にしみ込む情緒と感謝の念を味わうことができた。（この感謝には、もちろん現地で関わっ

てくれたすべての人に対する気持ちも含まれている。）

教え子が調達してくれたクラブをセブに持参し、プレーを
楽しんだ！スコアよりも振るたびに彼への感謝が湧き出た！

通訳のダイアナさんとドライビングテクニック抜群のベル
ナルドさんのお陰で、のんびりと楽しい旅になりました！

今回は前回、前々回と同様の行動もあったが、心にし
み込む情緒と感謝の念を味わうことができた旅でした！

出発日１２月５日（８泊９日）
会員歴１年５ヵ月　小林さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　宮尾さん

出発日１２月４日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　中山さん

出発日１２月１４日（８泊９日）
会員歴１０年６ヵ月　石澤さん
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