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＜編集後記＞
今現在、夏期運航（週５便、月曜日・土曜日運休）しております成田～セブ間、直行便におきましては、１１月
５日より来年３月までの間、冬期運航（週６便、月曜日運休）となります。ご旅行を計画される際にはお間
違えのない様、宜しくお願い致します。また、成田～セブ間、直行便は非常に人気が高い為、搭乗予約は出
発日より３ヵ月前ほどの早期手続きをお勧めします。尚、詳細等ご不明な点がございましたら、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　伊藤博之
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年齢出発日
航空代金のご案内（成田／セブ往復１名様分 成田空港税込み）

①上記料金は平成23年9月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③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
　手数料として出発日前々日までが￥１７,０００円、前日・当日は￥２２,０００円が発生します事
　をご了承下さい。（平成２３年６月より）
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問合せ下さい。
⑤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：林・小田

ごあいさつ
団体・企業の旅行先としても人気の高いセブ島。

国内旅行感覚で南国情緒を満喫でき、治安の安定、物価の安さ、そして何よりも
天災地変の少ない非常に恵まれた環境が、高く評価されている所以と思われます。
また、行くだけで元気になれる大自然の恩恵は、体組織を活性化する効果があり

免疫力を向上させて若返りや体力づくりにも大変役に立ちます。
昨年、旅行者から満足度№１に選ばれたセブ島、今後益々楽しさ広がる

夢と希望に満たされた魅力溢れる島と自負しております。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、老若男女を問わず
笑顔が絶えない充実したリゾートライフをいつでもお届け致します。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
皆様の更なるお越しを心よりお待ち申し上げております。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ

人生観が変わる究極のリゾート！

（注）帰国日が１０月１０日・１１月２３日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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今 迄 も何 度 か 誘 わ れ 、な んと
なく不 安で 思 い 切 れ な かった
け れど、今 回 お 仲 間 が 良 かっ
た ので 思 い 切って連 れて行っ
て 頂 き まし た 。行って み ると
「案ずるより産むが易し」昔の
ことわざのように、いざ行って
みると全く心 配 が なく、楽しく
て、まるでおとぎの国の女王様
にで もなった 気 分で 過ごしま
した。デパートへショッピング

に行っても、デパートが大きくて、日本より品物が沢山あり格安でびっ
くりしました。パーティー用のドレス２枚やブラウス、イヤリング等のお
みやげもどっさり買いました。毎朝、食事の時のマンゴやマンゴジュー
スの味は忘れられません。毎日観光に行き、帰って来てからやっていた
だいたマッサージも最高でした。きれいなオカマショーに行ったり、小
町でカラオケで遊んだ夜も最高でした。パーティーでも我を忘れて童
心にかえり、若いスタッフの元気なパワーをいっぱい頂きありがとうご
ざいました。ワールドビッグフォーに出会えてお陰様でとっても楽しい
日々を過ごさせて頂いております。改めまして、行方会長様、村松理事
様に良くしていただき心から感謝申し上げます。

元気なパワーをいっぱい頂きました！ワールドビッグフォーに
出会えてお蔭様で楽しい日々を過ごさせて頂いております

夢のような５泊６日の旅！エメラルドグリーンの海と真白な砂浜
のパンダノン島では魚介類のバーベキューを頂き楽しみました

セブ旅行初めての会員さん５名
と計８名で家族に見送られウキ
ウキした気分で出発しました。す
べての手続きを終えてセブ・マク
タン空港の外に出ると常夏で気
分上々でした。誰が迎えに来てく
れているのか一寸気になってス
タッフを目で捜しました。その時
「佐藤さん・・・」と良く聞きなれた
優しい声が聞こえて来ました。村
松理事さんが手を振ってニコニ
コと出迎えてくれたのです。あり
がたくて何ともいえない嬉しい気
分でした。そして夕食は高級レス
トランに連れて行って頂き、会員
の皆さんも唯びっくり緊張気味でした。そしてコーラルポイントリゾートに到
着すると、メイドさんがおいしいマンゴジュースでいつものように迎えて下さ
いました。メイドさん達の日本語が上手になり心強かったです。翌日、早速本
社オフィス見学に行き、現地スタッフの佐藤さんを始めスタッフの皆さんと歓
談し、楽しい一時を過ごしました。午後楽しいショッピングをしている時、通訳
が「大変だよ、日本が大地震です！」と知らせてくれたので一瞬呆然となり悪夢
であってほしいと願うばかりでした。JWBホテルは勿論、バディアンゴルフリゾ
ートでは大自然の中でのゴルフ場で過ごした時間は最高でした。無人島では
新鮮な食材のバーベキューを沢山用意して頂き、水着姿でいただいた味は一
生忘れません。パーティーも盛り上げて頂き、会員さんと夢のような日々を過
ごさせて頂きました。行方会長様始め村松理事様の和やかな心遣いに、また
それぞれのスタッフの皆様に良くして頂き心より感謝申し上げます。

セブ旅行

「案ずるより産むが易し」セブ最高！毎日観光に行き、楽しくて、
まるでおとぎの国の女王様にでもなった気分で過ごしました

会員さんと夢のような日々を過ごさせて頂きました！無人島では新鮮な
食材のバーベキューを堪能、水着姿でいただいた味は一生忘れません

久々のセブ 会員歴５年５ヵ月　佐藤さん セブ最高 会員歴３年１０ヵ月　山崎さん

初めてのセブ　夢の世界へ 会員歴９ヵ月　角田さん
初めてのセブ旅行、どんな所か少
し不安でした。成田から４時間、セ
ブ・マクタン空港へ到着した時は
雨でした。空港へ出迎えて頂いた
のが村松理事さんでビックリしま
したし大変嬉しかったです。又ドラ
イバーさんやワールドビッグフォ
ーのTシャツを着たスタッフの皆
さんが笑顔で迎えて頂きました。
夕食は村松理事さんにイタリア料
理をご馳走になり、一路コーラル
ポイントリゾートへ。お部屋は一
室一室とても素敵で、会報で拝見

している以上の感動を味わいました。到着した夜のマッサージは、まるで夢のよ
うな時間でした。翌朝目が覚めると雨が降っていましたが、目の前は一面海で地
球の丸さが実感出来るようでした。お天気が悪いので本社オフィス見学、午後デ
パート巡りをしている時に日本で大地震と大津波のニュースに大変驚きました。
バディアンゴルフリゾートのゴルフ場も海辺で素晴らしかったです。雨上がりの
日にパンダノン島に行きスタッフの皆さんに用意して頂いた魚介類のバーベキ
ューの味は忘れません。エメラルドグリーンの海と真白な砂浜、何十年振りに着
た水着姿をしっかりカメラに残しました。パーティーもスタッフの皆さんと盛り
上がり楽しい夜でした。夢のような５泊６日の旅が最後まで安心して出来たの
も、村松理事さんの心遣いや、ジュリエットさん、ミキさん、スタッフ皆さんのお
陰と感謝致しております。行方会長さん本当にありがとうございました。

久々のセブで施設巡りやショッピングを満喫！バディアンゴルフリ
ゾートでは大自然の中でのゴルフ場で過ごした時間は最高でした

セブ島に来て１日目、天気があま

り良くなかったのでデパートにシ

ョッピングに出掛ける。２日目、白

い砂浜の島へ出掛け、昼はバーベ

キュー、海に入り少し泳ぐが下がサ

ンゴ礁で足が痛い、海水はとても

綺麗！ゴーグル、シュノーケルがあればもっと海の中を探検したかった。３日目、

ゴルフ場へ出掛ける。日帰りはちょっと大変だったなと思う。４日目、天気が悪く

雨だったのでデパートにショッピングに出掛けおみやげを買う。今日はセブで

の最後の夜、コーラルポイントリゾートでお別れ会をやってくれ運転手さんやメ

イドさんの踊りに感動、食べるものも美味しかった。メイドさんを始めミキちゃ

ん、ジュリエットさんお世話になりました。又行きます。

白い砂浜の島へ行き綺麗な海に感激！ゴーグル、
シュノーケルでもっと海の中を探検したかったです

初めてのセブで夢の世界へ！コーラルポイントリゾートのお部屋は一室
一室とても素敵で、会報で拝見している以上の感動を味わいました

コーラルポイントリゾートでのお別れ会に感動！メイド
さんを始めミキちゃん、ジュリエットさんお世話になりました

会員歴１０ヵ月　竹重さん



3 4

５月１６日夜７時に友人３人と
名古屋から香港経由でセブ空港
に着き、迎えのガイドさんとコー
ラルポイントリゾートへ。大富豪
の別荘だけあり部屋もビューも
申し分なし。翌日からゴルフをメ
インにしたツアーをスタート。ゴ
ルフ場は正直言ってハワイなど
と比べてあまり期待はしていな
かったものの、４ヵ所のコース
をまわりましたが、それぞれ特
徴がありかなりのレベルのもの
でした。特に２度目に訪れたア
ルタビスタC Cはコースの状態、
レイアウトもかなりのもので、

何よりも高台にあり、眺望が海を見下ろす絶景コースでした。セブの名門
コース、セブカントリーは歴史を感じさせる風格を感じさせられるグレー
ドの高いコースでした。いずれも池、クリークが随所にあり、皆さんかなり
のボールを献上していましたし、芝目がきつくグリーンでも大苦戦でし
た。ゴルフの合間にはボホール島観光、無人島でのB B Qなど親切なガイ
ドさん、運転手さんがずっと付いてくれて大いにEN J O Yできました。メイ
ドさん達も大変フレンドリーで洗濯、朝食などテキパキと実に良く面倒を
見てくれ、あらためてフィリピンの人々のホスピタリティーが世界的にも
評価されていることを実感しました。帰国前夜には同宿されていた信州
の１４名の方々とメイドさん２０名と共にバンドを入れて賑やかなフェ
アウェルパーティーを歌い踊りで締めくくりました。充実した素晴らしい
９日間でした。又お世話になった現地の方々の再会をいつの日か期待し
ています。

ボホール島観光、無人島でのBBQなども満喫！帰国前夜に
はフェアウェルパーティー、充実した素晴らしい９日間でした

コーラルポイントリゾート６階から見た青い海がとてもキレイで感激！
セブ島では時間がゆっくり流れていて、一日がとても長く感じました

「ただいま！」そんな気分でセブ・
マクタン空港に着くと、そこには
懐かしい顔が出迎えてくれまし
た。前回お世話になったリサとジ
ュリエット、そして今回お世話に
なるシャローン・・・機内から体調
を崩してしまった主人のために、
夕食もとらずにコーラルポイント
リゾートへ直行しました。今回は
孫中心のスケジュールを組んだ
ので、翌日はそんな主人を残し、
マリンスポーツにショッピングへと４人で行動しました。それでも３日目はム
リをさせてボホール島へ出掛けることができました。ロボク川でのクルーズで
はシャローンが食べきれないほどサービスをしてくれました。思ったより小さ
かったメガネ猿、ヤギを飲み込んだという大蛇、全てが目に焼きついたようで
す。パンダノン島の砂浜では海水浴や珍しい貝殻を集め、会社で用意して下さ
ったバーベキューをご馳走になり、孫達も大満足でした。コーラルポイントリ
ゾートに帰るとジュリエットから孫に貝殻のお土産が届いていました。ありが
とうございました。今回は主人の体調不良の為、アイリーン、レットレット、メリ
アンには特にお世話になりました。本当にありがとうございました。

二度目のセブはゴルフ三昧

初めてのセブ島でゴルフを満喫！４ヵ所のコースをまわりま
したが、それぞれ特徴がありかなりのレベルのものでした

「ただいま！」そんな気分で始まったセブ家族旅行！マリンスポ
ーツにショッピング、島巡り等を満喫、ありがとうセブスタッフ

ありがとうセブスタッフ 会員歴６年７ヵ月　山極さん 初めてのセブ島 会員歴７ヵ月　片岡さん

はじめてのセブ島 会員歴１年１ヵ月　田子さん
初めてセブ島へ行きました。空
港に着いたのは夜だったため、
景色はわかりませんでしたが、翌
日の朝、コーラルポイントリゾー
ト６階から見た青い海がとても
キレイで感激しました。朝食には
いつも、マンゴやパイナップル、
バナナがあり、南国の果物はどれ
も熟していて、生で食べても、ジ
ュースでもおいしかったです。日
本ではとても味わうことができま
せん。セブ島では時間がゆっくり
流れていて、一日がとても長く感

じました。近くの島へ行き、シュノーケリングを楽しみました。ウニやヒトデ、
きれいな魚がいて、ず～っと泳いでいても飽きる事はありませんでした。機
会があれば、スキューバダイビングでもっと深く潜ってたくさんの魚を見て
みたいです。夜、客室の洗面所の窓の外にヤモリが・・・６階にまであがって
くるなんて、びっくりしました。ハチュウ類は苦手です。見ていると、明るい所
にくる虫を探していました。次の日も同じ場所にきていました。旅行の最後
の日の夜にはいませんでした。毎晩遊びに来ていたので、妙にかわいく思
い、ちょっとさみしい気持ちになりました。ハチュウ類は苦手なのに。セブ島
には日本食もあり、夕食はラーメンを食べながらNHKのテレビを見ていた
時、一瞬日本にいるのかと思ってしまいました。おいしかったです「ラーメン
亀吉」４泊５日の旅行。楽しい南国の旅でした。

孫達も大満足！パンダノン島の砂浜では海水浴や珍しい貝殻を
集め、会社で用意して下さったバーベキューをご馳走になりました

ゴルフ大好き四人組でゴルフツア
ーに行きました。到着翌日１７日
に「コーラルゴルフクラブ」でプレ
ー、川がいくつも横切っていて、私
には難コースで苦戦。１８日は「ア
ルタビスタ」で、セブの町と海を下
に見て景色のすばらしいコースで
のプレーは気分も爽快でスコアも
まあまあでした。１９日はボホー
ル島観光、港近くの喫茶店のコー
ヒーとケーキはおいしかった！２０
日は「バディアンゴルフリゾート」
へ行きました。昼からのスタート
で、１０ホール目から大雨となり途中で中止！雨上がりの夕食は芝生の上へテー
ブルを出して、夕日を見ながら食事、バンド、カラオケと楽しいひとときとなりまし
た。２１日はセブ市へ戻り「セブカントリー」でプレー、都心にあり平坦なコース
でしたが、グリーンは砲台で、日本の一流コースと似ていて、川や池も沢山あって
難しいコースでした。２２日はパンダノンアイランドでバーベキュー、きれいな海
で船の往復も楽しく、リラックスできました。２３日はまた「セブカントリー」でプ
レーし、ゴルフ回数は５回となりました。因みにゴルフ代は日本のセルフコースと
ほぼ同じ、但しキャディーが一人ずつ付くので贅沢なゴルフかも知れない。９日
間の楽しい時が過ごせたのも、ガイドのシャローンさんがゴルフ場などすべての
段取りをしてくれ、運転手のベルナルドさんが長距離を安全運転。そして、ゴルフ
で濡れた衣類を毎日洗濯してくれた、フレンドリーなメイドさん達のおかげです。
本当に有り難う！！

パンダノン、ボホールと島巡りも満喫！きれいな海で
船の往復も楽しく、リラックスできた９日間でした

はじめてのセブ島、楽しい南国の旅でした！近くの島へ行き、シュノー
ケリングも満喫、ず～っと泳いでいても飽きる事はありませんでした

二度目のセブはゴルフ三昧！すばらしいコースでのプレーは気分も
爽快、キャディーが一人ずつ付くので贅沢なゴルフを堪能しました

会員歴１年９ヵ月　木村さん
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おととしに続き２回目のセブへ
行く実現となりました。２回目な
ので、１回目に行けなかったボ
ホール島やバディアンゴルフリゾ
ートに１泊し、パンダノン島にも
行くことができ大満足でした。
ゴージャスな部屋、マンゴジュ
ース、やさしいドライバー、ガイド
さん、メイドさんに出迎えられ、
５泊６日のセブ旅行スタートで
す。日本では考えられない物価
の安さに、ついついお土産が多

くなりました。ゴールデンカウリでのフィリピン料理が美味しかったです。ボ
ホール島の世界一小さいお猿のターシャのかわいらしさ、チョコレートヒル
の大自然の雄大さ、ロボク川クルーズでのバイキングを食べながら大胆に
も踊って気分爽快になりました。ツアーと違って、自分でスケジュールが組
め、時間にしばられなく大自然と同じゆったりとした楽しい時間が過ごせま
した。大自然だけでなく、私達を出迎えてくれた、ドライバーさん、ガイドさ
ん、メイドさん達の心配りなども大きな力になってくれていると思いました。
同行した中に、前の日に少しケガをした人がいて、心配していたのですが、
気遣ってくれてありがとうございました。お陰で無事帰ることができ、又良い
思い出が出来ました。みなさん本当に、ありがとうございました。

ゆったりとした楽しい時間が過ごせました！ボホール島観光で
はロボク川クルーズで気分爽快、良い思い出が出来ました

広い広い海原に感動、同行した友人に感謝感謝！市内観光
やショッピング、島巡り等を満喫、食事も美味しく楽しみました

東日本大震災により被害を受けら
れた皆様、一日も早い復興とこれ
からの復興を心底よりお祈り申し
上げます。
３・１１から３ヵ月、今年のセブ旅
行は中止にしようかと思いました
が、今月会報の中での楽しい“セブ
旅行体験談”を拝読しますと、あき
らめきれず決行しました。梅雨空
の成田空港は肌寒い気候でした
が、セブ・マクタン空港に降り立つ
とジワ～っとした蒸し暑さにセブ
に来られたという喜びでいっぱい。コーラルポイントリゾート３度目、８泊９日
の旅の始まりです。ウェルカムドリンクのフレッシュマンゴジュースで乾杯、毎朝
メイドさんが作ってくれる朝食に舌鼓。スペシャルビラのテラスで大海原を眺
めながらサンミゲールを片手に好きな音楽を聞き、好きな本を読み、プールで
泳いだり、時にはかわいくシャイなメイドさん達と楽しいおしゃべり。スペシャ
ルビラの庭ではブーゲンビリアやプルメリアの花々が咲き乱れ、甘い香りを漂
わせ、なにもしない優雅で贅沢なひとときで心も体もリフレッシュできました。
毎年セブに来られる幸せを感じています。長野県上田の土屋さん、楽しいお話
しと素敵な写真をありがとうございました。またセブでお逢い出来る事を祈りつ
つ。

初めての海外旅行

２回目のセブ旅行！ボホール島やバディアンゴルフリゾート
に１泊し、パンダノン島にも行くことができ大満足でした

３度目、８泊９日の旅！スぺシャルビラのテラスで大富豪の
気分を満喫、敷地内には南国の花々が咲き乱れ感動でした

なにもしない優雅なひととき 会員歴１年１０ヵ月　木暮さん ２回目のセブ旅行 会員歴４年６ヵ月　丸山さん

元気をもらいに 会員歴１年２ヵ月　上野さん
若い友人に誘われ、ワールドビッグ
フォーの会員になり、楽しい会報を
読み、セブ島訪問を念じてました。
年を重ね海外（団体）旅行は無理
になって来ましたが、朝７時３０
分自宅を出、新幹線、総武線、成田
空港、セブ・マクタン空港でシャロ
ーンさん、ベルナルドさんの出迎
えを受け、コーラルポイントリゾー
トへ、メイドさん達が笑顔で荷物
を運び、広い部屋に案内されウェ
ルカムドリンクを頂き、夕食はソー
メンでした。家を出てから１２時

間、シャワーをし、マッサージをお願いし、５泊６日の始まりです。６月２４日、
台風の影響でカモテス島パス、テラスからコーヒーを頂き広い広い海原に感
動、私に同行した友人に感謝感謝。市内観光フィリピンの歴史、ショッピング、ゴ
ールデンカウリで地元料理美味でした。６月２５日、オプションでボホール島
へ、可愛いターシャに合い、ナマケモノにさわり手触りのよいこと。ロボク川クル
ージングでバイキング、チョコレートヒル展望台感激。６月２６日、車で３時間
バディアンゴルフリゾートに１泊。カワサン滝見学、川を登りヤシ、バナナの木の
間を通り抜け鳥の鳴声、男女イカダ遊び皆元気だ。夕食焼魚等美味、星がきれ
い。６月２７日６：００発、人力車に乗って学校へ行く子供達の間をドライバー
のベルナルドさんは上手に運転、この後、無人島パンダノンでバーベキューが待
つ。エメラルドの空、雲、地平線、地球のすばらしさ、夜明けのオレンジから真赤

毎年セブに来られる幸せを感じています！なにもしない
優雅で贅沢なひとときで心も体もリフレッシュできました

私にとって初めての海外旅行で、

見る物すべてめずらしく胸がワク

ワクしました。話には聞いていま

したが、実際に来てみてとても感

動しました。青いきれいな海と、ど

こに行ってもブーゲンビリアの花が咲いていて・・・又初めてバナナの花も見

ました。本当に楽しい旅でした。ガイドのリサさん、ドライバーの方、メイドさ

ん、又一緒に行かれた皆さんにとても親切にしていただいて、私にとって一

生思い出に残る楽しい旅でした。皆さん有難うございました。

青いきれいな海と、どこに行ってもブーゲンビリアの花が咲
いていて本当に楽しい旅でした！皆さん有難うございました

元気をもらいに５泊６日の旅！パンダノンでのバーベキューは
最高、ボホール島観光でも地球のすばらしさを味わいました

初めての海外旅行は胸がワクワク感動旅行！
私にとって一生思い出に残る楽しい旅でした

会員歴１年６ヵ月　遠藤さん
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若 い 頃 役 員 をし て 外 国 に は
時々行きましたが、今回の様に
ゆっくりの旅は初めてです。セ
ブ・マクタン空港に着いた時、
気候の暖かさにはびっくりでし
た。コーラルポイントリゾート
で は A 棟 ６ 階 に 宿 泊 する事 が
で き まし た 。昼 は イタリア 料
理、夜 は 海を眺 め な がら J W B

ホテルの夕食おいしかったです。バディアンゴルフリゾートでは海に入
ったりプールで泳ぎました。夜は大好きなカラオケで盛り上がりました。
カワサン滝では心も体も洗われました。夕食は日本食のお店で飲みなれ
たお酒を飲み、疲れも飛んでしまいました。ボホール島では、かわいい
ターシャを見たり、チョコレートヒルの見学、ロボク川クルーズでは船上
バイキングがとってもおいしかったです。お土産をたくさん買い重かっ
たです。又機会があれば行ってみたいです。ガイドさん、運転手さん、メ
イドさんお世話になりました。

カワサン滝では心も体も洗われました！又機会があれば行ってみ
たいです。ガイドさん、運転手さん、メイドさんお世話になりました

コーラルポイントリゾート世界の大富豪の別荘に感動！
寒い期間だけでも南国の地で生活したいなぁと思いました

５泊６日のセブ島の旅へ佐藤
統括様他７名で初めて参加を
させて頂きました。成田からセ
ブ・マクタン空港に夕方到着。そ
こで村松理事様にお出迎えして
頂き本当に感激しました。その
上、理事様にお夕食までご馳走
して頂きました。夕食後コーラ
ルポイントリゾートへ到着。メ
イドさん付の部屋で大富豪の気
分を満喫し、想像を遥かに超えたお部屋を使わせて頂き感激でした。セブ
での楽しいショッピング、マッサージ、海水浴やバーベキューなどの美味し
い食事、オカマショーなど、夢のような楽しい日々でした。最後の夜はサヨ
ナラパーティー、生バンドの演奏で賑やかな雰囲気の中、素晴らしく美味
しいご馳走を頂きながら、スタッフのダンスなどで会場内は大盛り上がり
となり、本当に夜の更けるのも忘れる程の楽しさでした。最後に村松理事
様、スタッフの皆様、また御一緒して下さった素晴らしい仲間の皆様のお
陰で本当に楽しい旅をさせて頂き、忘れられない夢のような思い出が出
来ました。ありがとうございました。

人生に感謝

セブの気候の暖かさにびっくり！ボホール島では、ターシャ、チョコレ
ートヒルの見学、ロボク川クルーズ船上バイキングを楽しみました

忘れられない夢のような思い出が出来ました！大盛り上がりの
サヨナラパーティーでは夜の更けるのも忘れる程の楽しさでした

楽しかった夢のセブ 会員歴１年６ヵ月　柳澤さん セブの思い出 会員歴１年８ヵ月　宮嵜さん

世界の大富豪の別荘にて 会員歴２年７ヵ月　小松さん
外 国 旅 行 は 時 々 行 き ま し た

が 、今回の様に豪華な施設コー

ラルポイントリゾート、世界の大

富豪の別荘でゆっくりの旅は初

めてです。佐藤様御夫婦のおか

げでワールドビッグフォーの全施

設を見せていただきました。コーラルポイントリゾートではA棟４階の豪華

な寝室で泊まる事ができました。寒い期間だけでも南国の地で生活したいな

ぁと思いました。シーウォーカーの体験は少々怖かったですが、となりの妻が

平気でいるのにはびっくりしました。今年の秋には金婚式を迎える私ですが、

一生の思い出になりました。ガイドさん、運転手さん、メイドさん心のこもっ

たサービス有難うございました。又行ってみたいです。

メイドさん付の部屋で大富豪の気分を満喫！楽しいショッピングや
マッサージ、海水浴やバーベキュー等、夢のような楽しい日々でした

第５回セブ旅行、４月３日出発
で１０日間の楽しい旅が始まり
ました。出発時の飯山は雪の世
界でした。梅やコブシの花を見
ながら成田に到着、もうセブに着
いた気分になりました。今年こそ
は前年よりも仲間達に喜んで頂
きたいと思い、毎日の計画が楽し
みでした。セブも毎年発展して変
わって来ていました。御社の施設
も年々良くなり、カモテスの屋根
も変わり風景が変わりました。ワールドビッグフォーの４ヵ所全部の施設を見学
致しました。カラオケはバディアンゴルフリゾート１泊で海を見ながら外で歌い
ました。又、セブ島で夜、カガミ張りのスナックで日本にないすばらしい所で
も楽しみました。１０日間仲間全員で行動しましたが、病人も出ず、みんな元気
で「楽しい、楽しい」の言葉をいただき、心から感謝申し上げ、今回も最高の仲
間で良かったと今も感謝しています。あっという間の１０日間が過ぎました
ので、来年はちょっとゆっくり１２日間位来れたらな？と思います。ワールド
ビッグフォーより毎月施設利用券を買い取っていただき、その上最高の旅行
場所まで御案内いただきまして衷心より御礼を申し上げます。村松理事様、
御指導ありがとう御座いました。

バディアンゴルフリゾートではカラオケ三昧！
カガミ張りのスナックでもカラオケを楽しみました

シーウォーカーの体験は少々怖かったです！今年の秋に
は金婚式を迎える私ですが、一生の思い出になりました！

あっという間の１０日間、みんな元気で楽しめました！
来年はちょっとゆっくり１２日間位来れたらな？と思います

会員歴５年　佐藤さん
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平成23年7月16日　土曜日
Sさんの体験入居　（1）

平成23年7月17日　日曜日

７月13日より、ご家族と一緒に、体験入居でSさんがいらっしゃ
いました。以前にも、セブに来られたことがあり、老後をセブで
過ごしたい気持ちが強くなり体験入居を決められたそうです。
今回は、ご家族にもセブでの実際の生活や、リハビリの様子を
見ていただいて、安心してもらうことが、目的とのことです。
私たちスタッフも、短い間ですが、しっかりとお世話をさせて
いただき、ご家族に安心していただくよう、気を引き締めてい
ます。
ホテルに到着後、さっそく、お部屋の設備を、ご家族と確認され
ました。

その後、ホテルマネージャーから、体験入居の内容やリハビリ
スケジュールの説明を聞きます。
体験入居では、リハビリメニューの中から、お好きなものを選
んでいただき一日ひとつずつ、実際に体験していただきます。
夜の、ご到着でしたので、この日はレストランで夕食を召し上
がり、おやすみになりました。
いよいよ、明日からセブでの生活がスタートします。

Sさんの体験入居　（2）
今日は、大変良いお天気でしたので、プールでのリハビリ体験
の予定でしたが昼食後、ホテル内を散歩されているときに、ビ
リヤード台を発見し、ちょっとマニリンと勝負することになりま
した。ビリヤードは久しぶりのＳさん、いざゲームをすると、な
かなか勝負がつかず、結局ゲーム終了まで、40分ほどかかりま
した。

ビリヤードで、思った以上に疲れてしまい、今日のプールでの
リハビリ体験は中止となりました。
きっと、昨日の移動の疲れが残っていたんですね。

ひと休みした後は、レストランでお気に入りのブログを検索。
最新のアイパッド2を使って、メールを読んでいる姿は大変お
元気で、喜寿を迎えた方には、とても見えません。
Ｓさん、明日はぜひ、プールでのリハビリを体験してください
ね。

Sさんの体験入居　（3）

Sさんの体験入居　（4）

今日もセブは朝から良く晴れて、
いい天気です。Sさんの体験入居、
3日目です。午後から外出の予定
があるため、午前中にプールでの
リハビリを体験することになりま
した。
マニリンとパロマーが、プールに
入るお手伝いをします。

最初はプカリとプールに浮かんで、気持ちよくリラックス。

今日は、朝食後マニリンと海を見ながら
おしゃべりを楽しんでいるSさんに本日
の体験のご希望を伺うと、「リハビリ体
験ではなく、船で沖から陸を見てみた
い」とのご希望で、バンカーボートを借
りて、のんびり遊覧することになりまし
た。ボートが出発すると、すぐにアイパッ
ド2で写真を撮り始めます。

沖から見ると、JWBホテルの白い建物は、よく目立ちます。
ゆっくりと沖に向かって進んでいくと、波も無く、心地よい風が
船の上を吹き抜けていきます。

Sさんの体験入居　（5）
体験入居の最終日は、日本からSさんの様子を見に来られた、
息子さんと一緒にヒルトゥガン島でのシュノーケリングを楽し
みます。
今日は、マニリンもパロマーも同行させていただきました。
もう船に乗るのも2回目なので、ボートマンの手を借りながら、
先頭にたって乗り込むSさん。
私たちも、お弁当やシュノーケリングの道具を持って乗ります。

このたび、７日間お世話させていた
だいたSさんは、もともとセブが好
きで今回の、体験入居にいらっしゃ
いました。リハビリ体験や、いろいろ
な体験をされたSさんから、毎日、た
くさんのお話をうかがいました。
その中で、今後、体験入居を考えて
いらっしゃる方や、セブでのロング

ステイに興味を持っていらっしゃる方々の参考になる話を、ご
紹介いたします。
（家族と安心）
「セブに住もうと決めた後、家族に安心してもらうために体験入
居を考えた。実際に、どんなところか見てもらって、安心してほし
かった」
とSさんはおっしゃいました。
そのために、ほとんど毎日外出され、ご家族といっしょに、いろ
いろな場所でたくさんの方 と々、お話をされていました。
やはり、ご自身や、ご家族が安心することは大事なことですね。

今日はシュノーケリングを楽しむので、日に焼けすぎないよう
に、マニリンが念入りにUVケアをはじめます。
目的地、ヒルトゥガン島のサンクチュアリに到着すると、すぐに
息子さんと泳ぐ準備です。

（友達と情報）
「自分と同じようにリタイアして、セブに住んでる方々と会い
たい。滞在中にセブ日本人会のイベントがあるようなので、参
加してきます」と、ご自分でパソコンに出ている情報を調べて、
積極的に人と会われ、セブでのお友達を増やすことを考えて
いらっしゃいました。リハビリの体験だけでなく、セブで生活す
るうえで、知っておきたいことをご自分で調べたり、私たちスタ
ッフに質問をされていました。
セブでの生活をイメージし、お友達を作るため積極的に行動
する。これも大事なことですね。
大変お元気なSさんでしたが、「本当はもう少し早く、海外を見
て回りたかった」とおっしゃっていました。
日本で、「そのうち行きたい」「いつか行きたい」と言っている友
人を「次回は、セブに一緒に連れて来たい」とおっしゃるSさん。
ぜひ、JWBホテルを、ご利用ください。
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

船がホテルに近づくと、あたりを行き交う船も、多くなってきま
す。
そして楽しかったシュノーケリングツアーも終わり、船を下りて
ホテルに戻ります。  JWB従業員との記念撮影。
今回の体験入居は、短い期間でしたが、すごく内容が濃いもの
になったと思います。
Sさんにも、ご家族にも、セブを気に入ってもらえたようです。
ぜひもう一度、セブに来てくださいね、Sさん。

好奇心旺盛で、どんなことも積極的に体験するSさん。
最初は船のそばで、水中の熱帯魚を観察します。
慣れてきたら、だんだん船から離れて魚がいっぱい集まるとこ
ろまで
泳いでいきます。
20分ほど水中観察と得意の泳ぎを満喫され、船に戻ると笑顔
がこぼれます。
息子さんより一足先に、船に上がって休憩します。
休憩後は、お昼ご飯を食べるため、すぐそばにあるオランゴ島
に上陸しました。
......つづく......

その後は、ゆっくりと歩く歩行訓練です。水中では浮力がある
ので、ヘルパーの手を借りずに歩くことが出来ます。
もともと、泳ぐことが得意なSさんは、ライフジャケットが邪魔
なようで、しばらくすると、ライフジャケットを脱いでしまいまし
た。
そして身軽になったSさんは、だんだん”歩く”から”泳ぐ”に変わ
っていきます。
今日は水が大好きなSさんに、プールでのリハビリ体験を楽し
んでもらえたようです。

途中でマニリンが、セブの名物、新鮮なマンゴを切り分けます。
なれた様子で、おいしそうにマンゴを食べるSさん。セブには、
マンゴのほかにも、おいしい果物がたくさんありますので、ぜ
ひ体験してくださいね。ゆっくり走る船のすぐそばを、バナナボ
ートが追い越していきます。
ホテルに戻る途中では、パラセーリングも見学できました。毎
日いろいろなことを、積極的に体験して楽しまれるSさん。
今日は大好きな海を、存分に楽しまれたようでした。

平成23年7月21日　木曜日

Sさんの体験入居　（6）
お昼ごはんを食べるために上陸したオラ
ンゴ島は、真っ白い砂浜のきれいなとこ
ろです。砂浜には、バーベキュー用の生き
ている魚介類や、貝殻で作ったお土産を
売る店が並んでいます。

少し奥にある木陰のテーブルで、JWBホテル特製のお弁当を
いただきます。食後は、先ほどのお土産屋さんを見て回ります。
珍しい貝殻や、珊瑚で作ったネックレスなども売られていまし
た。
オランゴ島を出発すると、息子さんとお話をしています。
体験入居の間も、外出されることが多く、セブでいろいろなこ
とを体験されたSさん楽しかったお話や、これからのセブでの
生活などをご相談されているのでしょうか？

平成23年7月22日　金曜日

体験入居を終えて
平成23年7月30日　土曜日

平成23年7月18日　月曜日

平成23年7月20日　水曜日

爽やかな大自然の恩恵は元気の源、心までも豊かに！

ＪＷＢホテル バディアンゴルフリゾートURL http//www.jwbhotel.jp　TEL 03(5817)0705

皆様のプラン、ご要望に合わせていつでもご案内
致します。資料請求、詳細につきましては各担当の
営業スタッフ、又は当社までお気軽にお問い合わせ
下さい。
JWBホテル 検索検索

笑顔溢れるシルバーライフはJWBホテル・バディアンゴルフリゾートで！
老後はリゾートホテル三昧で楽しもう。体験入居は随時募集中です！

「セブ島リハビリ（介護）日記JWBホテル」へようこそ！
「セブ島リハビリ(介護)日記ＪＷＢホテル」が平成２２年１月１２日よりスタート！
ＪＷＢホテルウェブサイト（h t t p : / / www . j w b h o t e l . j p）にて
インターネットをご利用の方はＪＷＢホテルホームページへアクセス
「セブ島リハビリ（介護）日記」をクリックしますとご閲覧頂けます。


