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会     報
平成24年8月号

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３－３５－１０   渡辺ビル
TEL：０３（５８１７）０７０１　　　FAX：０３（５８１７）０７０２

URL  http://www.wb4.jp/        編集担当：関・伊藤

＜編集後記＞
ワールドビッグフォー究極のリゾートで新しい発見・体験の数々を満喫！今現在、当社提携旅行会
社による10月以降の航空料金が未発表となっています。間もなく発表となりますが、搭乗予約受
付は随時承っておりますので、詳細等は当社旅行担当までお気軽にお問い合わせ下さい。
尚、誠に勝手ではございますが、８月１１日（土）から１５日（水）までの間、夏季休暇とさせて
頂きます。１６日（木）より通常営業となりますので、宜しくお願い致します。    編集担当　伊藤博之

ごあいさつ
日本からわずか４時間で南国の島セブ究極のリゾートへ！

国内旅行感覚で渡航でき、高齢者にも優しい爽やかな自然環境は
東洋のハワイとも呼ばれている程、海外旅行者からとても人気がございます。

私達が生きていく上で大切な掛け替えのない健康、細胞を活性化させ免疫力の向上、
そして自然治癒力を高められるセブの自然環境は、皆様が現地到着と同時に溢れる笑顔
豊かな心によって体感できると思います。「病は気から」という言葉もございますが

セブの自然環境の恩恵は、私達の生活に欠かせない効果抜群の良薬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、海外旅行が初めての方には勿論
いつまでも心に残る素晴らしい体験の数々、最高のリゾートライフをお届け致します。

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！

南国の爽やかな環境に佇むワールドビッグフォー究極のリゾート
￥６,６６５円
￥１１,６８５円
￥６,６６５円
￥５,７２５円

￥５９,７２０円
￥９７,３２０円
￥５９,７２０円
￥５２,６２０円

０８／０１～０８／０８
０８／０９～０８／１６
０８／１７～０９／１５
０９／１６～０９／３０

￥７４,５４０円
￥１２４,７４０円
￥７４,５４０円
￥６５,１４０円

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 成田空港税込み）

①上記料金は平成24年7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￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　全額）が発生します事をご了承下さい。
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：根本・小田

（注）帰国日が９月１７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。

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～
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前々日の春の大雪が残る高遠
を、ワクワクドキドキしながら成
田へ！そしてフィリピン航空機に
乗り込み、セブ・マクタン空港へ
到着しました。約４時間のフライ
トで３月だというのに半袖でい
る人達を見、「あ～南国に来た
～！」と感激しながらコーラルポ
イントリゾートに落ち着きまし
た。年は重ねても、箸が転んでも
おかしい年齢迄タイムスリップ
したように、私達３人は６階の
一番大きな部屋に、前の部屋か
らベッドを運び入れ、「仲良し３

人姉妹で～す！！」と大はしゃぎの１日目でした。２日目は水着を着たまま、
施設内の海岸から舟に乗り込みカモテス島へ、スタッフの人々が、島の人が
目の前で採った貝、魚を手際よく焼いてくれるバーベキューを頬張りまし
た。ハマグリ、ウニ、イカ、肉・・・とてもおいしく頂きました。３月ながら海水
浴を楽しめるなんて、信じられない気分で、美しい南国の海、空の色にみと
れました。中国寺院の龍をバックに、「今年の干支だから縁起がいいね」と、
皆で写真に収めました。又サンゴで塗られた壁の珍しいバクラヨン教会や、
ボホール島のチョコレートヒル、ターシャという大きな目玉の小さなサル。
重い潜水具をかぶっての海中散歩。縞々やブルー、黄色の魚が目の前を通
りすぎていきました。まだまだ書き足りない事がありますが、あっという間
の４泊５日の旅行でした。６人全員が無事に過ごせ帰国できたのも、いろ
いろな方々のおかげでした。

あっという間の４泊５日の旅行でした！カモテス・ボホール島観光
や市内観光、海中散歩では魚が目の前を通りすぎていきました

又逢える日を楽しみに来年も来たいです！ 何回行ってもワクワク、
珊瑚礁の大海原を見て本当に幸せ、マンゴジュースはやっぱり最高

一昨年１１月、ワールドビッグ
フォーの利用券買取りがあるか
ら「欠勤カット恐くない～」と、
１３日間のロングステイを決め
こんだものの、あまりの少ない
給料にガックリ！！という訳で、
今 回 は めで たく再 定 年 退 職 の
２月まで待つことに・・・。「行っ
てきました！」更に記録更新１
７日間の超ロングステイを申し
込んだものの１５日以上はエ
アーチケット代が高くなります。
ためらわず「じゃあ１４日間で
お願いします」（１日増えたか
ら、まあいいか）２月８日から
２月２１日、小雪まじりの凍え
る長野県を発って夜には南国リゾートへ！この落差が何とも嬉しい限り。
前半は私の紹介者であるＹ様御夫婦とご一緒させていただく、かなり親
しくさせていただいてはいるが異国で接すると更に親近感がわき大好き
になるから不思議です。１、デパートでの買物。２、エステ。３、バディア
ンゴルフリゾートでの一泊（ゴルフ）。４、ボホール島観光。５、オカマシ
ョーと忙しく飛び回り、後半はリゾート内でプラプラと思っていたのに、
１、ナルスアン島巡り。２、定番のホテル見学（今回はクリムソンとマルコ
ポーロ）。３、ワニ園。４、山へのドライブ。５、マッサージ。６、プルクラホ
テルにてランチ。７、更には料理での各国巡り（韓国・中国・イタリア・スペ
イン）全く楽しさてんこ盛り！シャローンも３回目ともなると我々の長女気
取り、長男ドライバーのフランシス、メイドのミンダはかわいい次女、三女
のラジーンは初々しさ残る１９歳。“家族 ”の楽しさを与えてもらって楽し
かった。感謝しています。ダーリン、またみんなに会いにいこうネ！

三回目のセブ旅行

ワクワク、ドキドキ初海外旅行！ 美しい南国の海、空
の色に感動、大はしゃぎの楽しい日々を過ごしました

マルコポーロホテルロビーには桜の花が咲いている
ような木！ ペーパーフラワーですって、大変な作業です

マイダーリン！おつとめごくろう様でした 出発日２月８日（１３泊１４日）
会員歴３年６ヵ月　甲田さん ワクワク、ドキドキ初海外旅行

老後の人生を変えたセブ島
縁あってワールドビッグフォーに
入会し、新しい多くの方々とも出
逢い、又セブ島を訪れる度に、私
の人生観が大きく変わりました。
感謝の一言です。今回で４回目の
セブ旅行になります。何回行って
も初めての様にワクワクです。前
回迄は主人と一緒でしたが、今回
主人はゴルフをするとの事で、男
の人達で先に２月２３日～２８
日迄の５泊６日で行って来まし
た。その２日後の３月２日～６日
迄、今度は私達女性６人、成田か
ら約４時間で常夏のセブ島へ！山

里に住む私はあの珊瑚礁の大海原を見て本当に幸せを感じさせて頂いており
ます。コーラルポイントリゾートへ着くと、可愛いメイドさん達が出迎えてく
れ、また荷物を持って下さり６階へ。次の日はガイドのカレンさん、ドライバー
のナルドさんの案内でボホール島へ行き、メガネザルに「又来たよ！逢えた
ね！」と声を掛け、次にチョコレートヒルも観光しました。そしてロボク川遊覧
船上ランチでは子供達の可愛い踊りを見て楽しみました。又セブのデパート
へ買い物に行くも大きいのにはビックリでした！楽しい日々はあっと言う間に
過ぎ、最後の夜にはパーティーを開いて頂きました。マンゴジュースはやっぱ
り最高ですね！美味しい料理、又歌にダンス、足の痛いのも年齢も忘れて楽し
ませて頂きました。ガイドさん、ドライバーさん、メイドさん、スタッフの皆さ
ん、又何時も一緒に行って下さる西村さん、本当にお世話になりました。又逢
える日を楽しみに来年も来たいです。本当にありがとうございました。

ディスコダンスに“トライ”！ “家族”の楽しさを与えてもらい
感謝しています。ダーリン、またみんなに会いにいこうネ！

「おばあちゃんは、セブへ行って
来るからね！」と高校生と小学生
の孫に言うと「いいなぁ、私達も
いつか連れて行ってね！」と羨ま
しがられた。「この孫達を連れて
行ったらどんなにか喜ぶだろう
なぁ～」と実現できる日を夢見
る私。さて今度で三回目となる
セブ旅行、初めてという友人三
名とベテラン二名、それに私の
六名。六名というのはまとまり
もよく、同じ行動が出来てよか
ったように思う。三月二日、日本
はまだまだ寒い中、日本を離れ
マクタン空港に降りたって南国の風に触れ快適な旅の一歩を踏み出した。
なつかしいコーラルポイントリゾートに到着。可愛らしいメイドさん達に
迎えられて六階の部屋へ、広い部屋にベッドをもう一つ運んで来て三人で
寝る事にした。部屋に併設されている大きな浴槽は、以前お湯が出なかっ
たが、今回は熱い湯が出て毎日汗を流す事が出来た。五日間のうち中三日
間は、島へ渡りバーベキューをしたり、ショッピング、寺院まわり、ボホール
島へ渡りターシャに会ったり・・・休む暇なし旅を満喫した。毎回思う事は、
ドライバーさん、ガイドさん、メイドさん達の献身的な心遣いに旅の疲れ
もうすらぐように思った。今回はやや曇りの日もあったが、さわやかな風、
青い海は、山国信州に住む私にとって南国情緒あふれるセブであり、魅力
の島でもある。再び訪れたい思いを残し、さまざまな貴重な体験とセブ旅
行五日間に感謝し、セブ島をあとにした。

さまざまな貴重な体験とセブ旅行五日間に感謝！ さわやかな風、
青い海は、私にとって南国情緒あふれる魅力の島、再び訪れたいです

老後の人生を変えたセブ島に感謝です！ ボホール島観光ではター
シャやチョコレートヒル観光、ロボク川遊覧船上ランチを楽しみました

三回目のセブ旅行は休む暇なし旅を満喫！ 「孫達を連れて行っ
たらどんなにか喜ぶだろうなぁ～」と実現できる日を夢見る私です

出発日３月２日（４泊５日）
会員歴４年９ヵ月　関さん

出発日３月２日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　山崎さん

出発日３月２日（４泊５日）
会員歴４年　丸山さん
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朝田統括さんとその御近所お友
達３人の仲間に入れて頂き、私
達夫婦は初めての参加でした。
最初、女性は私ひとりなので何か
と不安がつのりましたが、皆様本
当に楽しい方々ですぐ打ち解け
て楽しむ事ができました。コーラ
ルポイントリゾートのリッチなリ
ビング、ベッドルーム全てが私に
とって初体験！特にパラセーリン
グは飛ぶ前は怖そうでしたが、海
の上に舞い上がると眼下に青い

海、彼方に見える島々、眺めは最高で、鳥になった気分でした。水上バイクも
海上の波しぶきをもろに受けて、潮の香りを思い切り堪能できました。又朝
食は新鮮な生ジュース、フルーツを毎日用意して頂き大満足でした。それと
白い砂浜が続く海辺でのバーベキューもとても美味しかったです。ボホール
島では可愛い眼鏡猿に出会ったり、ロボク川のクルーズランチを頂き、夕食
は海辺でローソクの灯りをともしながら頂いたり楽しい思い出がいっぱいで
す。又、フェイスエステ、オイルマッサージと普段なかなか出来ないセレブな
気分に浸る事が出来ました。最後の夜はお世話になったガイドさん、メイド
さん、ドライバーさん達とパーティーを催して頂き一緒に歌ったり、踊ったり
と楽しい時間を頂きました。滞在中現実から離れ贅沢三昧の旅をさせて頂
き、朝田統括さん始めスタッフの皆様どうもありがとうございました。

夢のセブ島、現実から離れ贅沢三昧の旅！ 島巡りに美味しい
料理、エステではセレブ気分に浸り楽しい思い出がいっぱいです

ボホール島観光ではバクラヨン教会のサンゴの壁にビックリ！
動 物 園で は ヘビの 置 物 の 中 に入り写 真を収 めました

友人の紹介で会員になり、一年
間 楽しみ に 待って居ました 初
めての旅、三月二日から六日ま
で セブ 島 の 旅 行 に 行って来ま
した。雪の残る信州から、ブー
ゲンビリアの花が咲き、ヤシの
実 が なっているセブ の 旅 の 始
まりです。素晴らしい観光が盛
り沢山！碧の海、スカイブルー
の海を眺め島に渡り、新鮮な魚
貝を炭 火 焼 の バーベキューに
舌鼓を打ち、白い砂浜で散策を
楽しむ。サンゴで作った壁のバ
クラヨン教会を見学し、お祈り
をして清しい気分になる。ボホール島へ、ゆったり気分で船内バイキン
グ、両岸の景色を眺めて行くと、可愛い少女達のウクレレの演奏と踊りで
歓迎を受け感動しました。チョコレートヒルの小高い丸い山が連なる光
景を絵手紙に書こうと、スケッチを・・・世界最小のターシャの大きなお
眼目。見る物みな眼を見張る。セブ島に来て一番のメインにしていたシ
ーウォーカーをスタッフに誘導して戴き恐る恐る海中に、エサを振ると
カラフルな熱帯魚が群れて集まって来た、竜宮の様な経験が出来た事に
満足でした。「あっ」と言う間に日が過ぎて最終日にパーティーを開いて
下さり生演奏で楽しい一時を過ごした。毎日ガイドして下さったカレン
さん、運転手さん、又毎朝食事を作って下さったメイドの皆さんに感謝。
エメラルドグリーンの海、美味しいマンゴジュース、ゆったりと時の流れ
ている、セブ島、大好きですよ。

楽しかったセブ旅行

パラセーリングでは鳥になった気分を満喫！ 眼下に青い海、彼方
に見える島々、眺めは最高、初めての参加でしたが楽しめました

セブ島一番のメインはシーウォーカー！ カラフルな熱帯魚が群
れて集まって来て、竜宮の様な経験が出来た事に満足でした

“魅力あふれるセブの旅” 出発日３月２日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　山下さん 夢のセブ島

初めて参加して
縁ありフィリピン・セブ島に４泊５
日の旅に参加することができまし
た。夫婦３組と姉と友人の８名で
した。海外は今回で３回目、不安も
ありましたが、全部ふっとんでしま
いました。３月９日１８時３７分
セブに着き、シャローンさんとベル
ナルドさんに迎えにきてもらい、イ
タリアンを食べコーラルポイントリ
ゾートへ、その広さにビックリしつ
つ１日目の眠りに就いた。次の日
全員での朝食、サラダ、パン、マン
ゴジュースの美味しいこと！水着で
パラセーリング体験を終え、船にも

どり船酔いで具合が悪くなるハプニング。夕食の青マンゴのおいしいこと！ホッペ
がおちそうでした。１１日、ボホール島観光ではバクラヨン教会のサンゴの壁に
ビックリしました。竹の吊り橋は雨の為、窓からみました。ココナツジュースも初
めての味でした。動物園ではヘビの置物の中に入り写真を収めました。アイスが
おいしいこと！忘れられません。１２日、パンダノン島の海の青さにビックリ！深さ
により緑色に見えたり別世界でした。私は泳げないので、もっぱら綺麗な貝を拾
って歩きました。心に残っているスペイン風の建物、そして窓のない自動車、そし
て子供の多いのにビックリしました。最後のパーティーでベルナルドの顔の表情
には、ビックリショーをみているみたいで腹をかかえて笑い、ミンダの声の美しさ
にもビックリしました。楽しい時間をほんとうにありがとうございました。無事に
家路にもどれたこと、多くの仲間の人達のおかげだと思っております。ありがとう
ございました。

魅力あふれるセブの旅” セブ島、大好きですよ！ 素晴ら
しい観光が盛り沢山で「あっ」と言う間の４泊５日でした

３年前に行こうとして叶わなか
ったセブ旅行。３月にようやく
願いが叶い、６人で寒い長野県
から出発し、成田空港から４時
間位でセブ・マクタン空港に着
き、急に暖かく夏になりました。
空港にはスタッフのカレンさん
と運転手さん２人が迎えに来て
下さり、途中で夕食を食べ、宮
殿のようなコーラルポイントリ
ゾートに到着。可愛いメイドさ
んに出迎えて頂き５階、６階に
別れ、私は５階で２部屋を１人ずつ使い、広い部屋、Ｗベッドでメイドさ
んがついて大富豪とお姫様になったような気分で休ませて頂きました。次
の日から天候にも恵まれ、島に渡ってエメラルドグリーンの海での海水
浴、バーベキュー、中国のお寺参り、教会、デパートでの買物、マンゴ工場、
カルボンマーケット、シーウォーカー（親切なお兄さん）（たくさんの熱帯
魚）、ボホール島へ渡り船上でのバイキング料理、チョコレートヒル、かわ
いいターシャ、おいしかったマンゴジュース・・・あっという間の４泊５日、
気のあった仲間、ベテランの西村さん、日本語上手なカレンさん、運転上
手なドライバーさん、可愛いメイドさん、ワールドビッグフォーの皆様、楽
しい思い出をたくさんありがとうございました。次回は家族と来れる事を
願っております。

楽しい思い出をたくさんありがとうございました ！ 気のあった
仲間とのあっという間の４泊５日間、思う存分に楽しみました

ココナツジュースも初めての味でした！ 初体験ばかりの
４泊５日間、楽しい時間をほんとうにありがとうございました

宮殿のようなコーラルポイントリゾートでは大富豪とお姫様になっ
たような気分を満喫！ 次回は家族と来れる事を願っております。

出発日３月２日（４泊５日）
会員歴５年１ヵ月　板山さん

出発日２月２４日（７泊８日）
会員歴２年８ヵ月　塚田さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴１年　半田さん
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極寒の信州から常夏の島セブへ
旅は始まりました。妹に誘われ重
い腰を上げ、老体に鞭打って金
婚の祝いにと思い参加した旅、そ
れは想像を絶する楽しい思い出
となりました。海無し県人の私達
にとって、あのエメラルドグリー
ンに輝く海水に浸り遊ぶ、それだ
けでもセブの魅力かと思います。
水が苦手な二人、南国の開放的
なムードに誘われ生まれて初め
て海に潜って魚と戯れたシーウ
ォーカー、空を飛ぶパラセーリン
グ、それは本当に楽しい体験でし

た。口に合うか心配していたフィリピン料理はとても美味しく、特に南国の果
物は絶品でした。遊び疲れて宿へ帰るとシャローンさんを始め多数のメイド
さんの手厚い接待、楽しい思い出を倍加させてくれるものでした。お世話に
なりました。老齢の私達に気遣い、同行した皆さん方の計らいで六階の大き
な風呂付の部屋に四泊しました。ヤシの木間にキラキラと光る日の光、また
幻想的な月の影を浮かべる海と、空越しに見ながらの入浴、腰痛に悩む私に
は最高な贅沢、まるで夢を見ているような一時を過ごさせていただきまし
た。帰国前夜のお別れパーティーも大きく思い出に残る一ページになりまし
た。妹の還暦、そして妻のバースデー祝いを同時に盛大に行っていただき我
を忘れて騒いだ思い出が蘇ります。若い人達が行くセブとばかり思っていま
したが、思い切って挑戦して最高の思い出を作りました。セブは人生を若返
らせてくれます。是非又挑戦してみたいものです。

金婚の祝いにと思い参加した旅！ 海に潜って魚と戯れたシーウォ
ーカー、空を飛ぶパラセーリング、それは本当に楽しい体験でした

念願のシーウォーカーではカラフルな魚達と戯れ気分最高潮！
島巡りでは見る物見る物ビックリ、感動、癒しの旅にもなりました

思いを募らせ待ちに待ったセブ
島、４泊５日の総勢８名での旅
でした。会報で見ていたセブの
朝焼けの美しさ・・・、私もその
１枚をカメラに収めたく友人と
２人早起きをしてベランダへ！
水平線の向こうがオレンジ色に
染まり、ヤシの木の間から浮か
びあがってくる素敵な光景。暫く
見 と れ 部 屋 に 戻 ろ うと す る
と・・・重い大きなサッシが開き
ません。どうしたことかロックが
かかってしまったのです。誰か
がリビングに現れるのを待つし
かありません。２日目は、そんな
ドッキリと美味しいマンゴジュースで始まりました！エメラルドグリーンの
海、自然そのままの偉大な地形の中に溶け込み、遊ぶ楽しさを実感しまし
た。３日目はボホール島へ、雨降りの出発でしたが不思議！！船中と車移動
中は雨降りで地上に足を踏み出すと晴れるのです！これは全てガイドのシ
ャローンのおかげ！！あの笑顔とパワーが晴れを招いてくれたのです。そし
て移動中の車の中で、１年前の東日本大震災発生時に合わせ全員で黙祷
を捧げました。「被災地の復興と心穏やかな生活の場が取り戻せますよう
に・・・。」４日目はパンダノン島へ！人魚になったように波に揺られ、楽しく
素晴らしいバーベキューを冷たいビールと一緒に味わいました。満足！！夜
はさよならパーティー、かわいいメイドさん達のカッコイイダンス。ガイド
のシャローンさん、ドライバーのベルナルドさん、ありがとうございました。
まさにPa r a d i s e - C e b u、感動一杯でした。

セブの旅

若返らせてくれる島セブ、最高の思い出を作りました！ パーティーでは
妹の還暦、妻のバースデー祝いを同時に盛大に行っていただき感激です

朝焼けは絵葉書のような美しさ、自慢の１枚になりました！
南国の浜辺の風景です。思い出します・・・。この日の朝！！

Paradise Cebu 出発日３月９日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　市村さん 若返らせてくれる島セブ

リゾート気分を満喫
２月の最も寒い氷点下の地から四
時間ちょっとの後に、南国セブ島
に到着。温度差にどまどいと気持
ちの良さを感じた。ガイドのジュリ
エットさんの笑顔でのお出迎え、
コーラルポイントリゾートでのメ
イドさんの笑顔と温かい歓迎を受
け、無事到着を祝い美味しいマン
ゴジュースで乾杯！これからの観
光が楽しくなる事を実感しました。
翌朝ベランダからの青い海、白い
砂浜、水平線までの青く透き通っ
た空に感激し、好天気の第二日目

がスタートしました。市内観光をし、日本の少子化に比べ若者が多いのにビック
リ！せまい道路もドライバーのベルナルドの上手な運転により安心し、寺院・遺
跡・教会を巡った後、オイルマッサージで癒されました。翌日も天候に恵まれカ
モテス島へ、バンカーボートで心地良い風を受けながら到着。島でのバーベキ
ュー、ビール、ヤシの実のジュース、まさにリゾート気分を満喫しました。念願の
シーウォーカー、セブの海中をじかに接する事が出来るので気分最高潮、カラ
フルな魚達と戯れながらの海中散歩をし、またまた感激カワサン滝でイカダに
乗り滝に打たれ、ボホール島での最小サルのターシャ、ロボク川のクルーズ、チ
ョコレートヒル。見る物見る物ビックリ！あっと言う間の一週間でした。最後の夜
は皆さんでパーティーをして頂き、ダンスをし、楽しい時間でした。本当に楽し
い思い出が出来ました事、皆様に感謝です。

まさにParadise-Cebu、感動一杯！ 楽しい旅になりました。全て
に対し心配ない旅行、本当に感謝です。ありがとうございました

会員になって 1 年、友達に誘わ
れて決めました。主人の介護で
２３年間あけくれ思い切って参
加させていただきました。すば
らしい部屋、すばらしい海、何も
かも夢の世界！シーウォーカー
体験では海中の魚の色がきれ
いな事。パラセーリング体験で
は空に上がるまでドキドキでも
鳥になった気分。パンダノン島
でのバーベキューではイカ、エ
ビ、カニ、肉、そして特に貝がお
いしかった事。そしてボホール島、ロボク川のランチクルーズでバイキン
グ、生の歌声の美しさに自然と皆で囲んで手拍子をした事。そしてバンブ
ーダンスをいっしょにリズムをとり踊った事など、初めての体験ばかりでハ
イテンションが続きました。最後のお別れパーティーでは友人の還暦の
祝、そして友人の誕生祝いとケーキを皆でプレゼント！一気に盛り上がりま
した。メイドさん達とわきあいあい皆で踊りまくり楽しい一日でした。ガイ
ドさん、運転手さん、メイドさん一人ひとりの心配り、何もかも至れり尽く
せり、最高に満足した４泊５日のフィリピン・セブ島の旅でした。いっしょ
に連れて行った友人夫妻の人達、本当にお世話になりました。またセブに
多くの仲間と来たいと思っています。長野へ帰り雪が残っていたのにまた
ビックリしました。

最高に満足した４泊５日のセブ島の旅！ お別れパーティーでは友人の
還暦の祝、誕生祝いとケーキを皆でプレゼント！一気に盛り上がりました

リゾート気分を満喫、あっと言う間の一週間でした！ 天候にも
恵まれ、本当に楽しい思い出が出来ました事、皆様に感謝です

初めての体験ばかりでハイテンション！ パラセーリング体験では空に
上がるまでドキドキでも鳥になった気分。シーウォーカーも感動でした

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴１年　黒岩さん

出発日３月９日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　　藤巻さん

出発日２月２４日（６泊７日）
会員歴１年１ヵ月　山口さん
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初めてのセブ、マクタン空港に
着きまして、迎えの車にてコーラ
ルポイントリゾートに着きまし
た。暖かいのに驚きました。一夜
明けて眼下に大海、朝食をとり
ながら眺める。ボホール島、ロボ
ク川での船上バイキング、沢山
の料理が有り、本当に楽しく腹イ
ッパイ食べてしまいました。他の
船上では踊りを踊って居たのを
見物しながら、両岸の素晴らし
い景色を眺め楽しい一日であっ
た。シーウォーカーに行き、６人
で海の中に入る。エサを持って
いるので、カラフルな魚がイッパ
イ寄って来て大きなお腹をナメ

られる。海から出て外のボートに乗り換えパラセーリングを２組２組と乗
り、私は一人で乗り３０ｍ位上がり素晴らしいナガメでした。少し怖かった
かな。今度はマンゴ工場に行き、乾燥したマンゴを土産として初めてのセブ
なので沢山買って来た。帰りに全員でマッサージに寄り、終わってコーラル
ポイントリゾートに戻り、お別れパーティーを盛大にやっていただき、又バ
ンドが来てくれて私達全員又会社のメイドさん達もダンスをやってくれ、時
間の過ぎるのも分からなかった。又食べ物、飲み物が色々有り、お腹がポン
ポン。明日はコーラルポイントリゾート敷地内の海から船に乗りパンダノン
島へ、１時間ほど船に乗り、船から降り桟橋を５０ｍ位渡り島に着き、海の
中にカラフルな魚がイッパイ居た。ガイドのリサちゃんからパンをもらい魚
にやった。１２時になり会社のメイドさん達がバーベキューを作ってくれ、
おいしい食事でした。最後に会社のスタッフ、又リサちゃん、運転手さん、気
配り親切に接して下さり大変お世話に成りました。高田さん御一緒の方に
は親切にしてもらい本当に有難う。

気配り親切に接して下さり大変お世話に成りました！ 島巡りや
市内観光、盛大なパーティーも楽しみ、滞在中の食事も最高でした

遊び・食・買物（安い）・宿（豪華）全て満足のいく旅行と
なりました！今度は、自分の挙式が出来たらと思っています

３回目のセブでした。「見るとこ
ろ無い・やること無い」と思って
いました。ところが予想に反し、
様々な遊び方や見学がありまし
た。３度目にして初めて体験し
たマリンスポーツ、水上バイク・
パラセーリング・水中ウォーキン
グ、毎日楽しい事ばかり！メイド
さん・運転手さん・ガイドさんの
皆さんには本当に親切にしてい
ただいたことが、楽しく過ごさせていただいたものと感謝申し上げます。私
は心に思っていました「将来セブに住みたい」今回行ってみて決めました。
冬期間、年３分の１セブで、後は信州で過ごそう。何時も案内していただ
いている朝田さんのお兄さんが実際にやっているのを見させていただい
て「気候が私の身体にマッチしている」と思いました。珊瑚の海で、毎日一
時間海水浴をして、血流が悪く凍傷になりかけていた手や足の指先をスッ
キリ治してくれました。セブ周辺の島は全て珊瑚の島、明日はあそこ、島民
も住んで居ます。次回は島民の皆さんと話をしたいですネ、新しい発見を
求めて！

初めてのセブ旅行

初めての素敵なセブ島、暖かい気候に驚きました！ シーウォー
カーやパラセーリング等、素晴らしい思い出づくりが出来ました

毎日楽しい事ばかり、新しい発見を求めて！ 初めて体験したマリ
ンスポーツに感動、セブの気候は私の身体にマッチしています

「将来セブに住みたい」今回の旅で決めました！　出発日２月２４日（７泊８日）
会員歴５年１ヵ月　中島さん 素敵なセブ島

親子旅行のセブ島
今回、両親と一緒にセブ島のワー
ルドビッグフォーリゾートに行って
きました。暖かく、海もきれいで日
本での生活を忘れて楽しむ事が出
来ました。また、友人の娘さんの結
婚式も行われて家族で出席させて
頂きました。日本の結婚式とは違
った雰囲気で南国らしい楽しく、
明るい様子の結婚式に出席でき
たのも良い思い出になりました。
私も結婚を控えていますので、「セ
ブ島での挙式も良いなぁ～」と思

えるアットホームな温かい式で、挙式の視察旅行にもなりました。また、両親と
は海でアクアマリンスポーツを楽しみ、セブの海も満喫する事ができました。パ
ラセーリングやバナナボートに乗り、自然の偉大さを体で感じると共に心身共
に癒される時間を過ごしました。そして、旅行の良さは、セブ島の環境だけでな
く、宿泊先のコーラルポイントリゾートの環境やスタッフのメイドさん・ガイド
さん・ドライバーさんの対応が良く、楽しい旅になったと心より感謝します。あり
がとうございました。少し不安でもあったセブ島の料理は、思ったより日本人の
口に合う味付けで、食事の時間も満喫できました。遊び・食・買物（安い）・宿（豪
華）全て満足のいく旅行となりました。今度は、自分の挙式が出来たらと思って
います。ありがとうございました。

「将来セブに住みたい」今回の旅で決めました！ 珊瑚の海で、
凍傷になりかけていた手や足の指先をスッキリ治してくれました

２月１８日～２２日まで４泊５
日、両親・妹の家族４人でセブ
島旅行に行ってきました。海外
旅行は、お友達とはよく行きま
すが、両親と行くのは初めて！加
えてセブ島自体も初めてだった
ので 多 少 の 不 安 はありました
が、現地のスタッフさんがとて
も気を利かせてくれ、何から何
までしてくれたお陰で、何一つ
不自由する事なく快適な生活を送れました。滞在中は、島巡りにバーベキ
ュー、ボホール島でのランチクルージング、メガネザルのターシャ、不思議
な形をした丘の連なるチョコレートヒルの見学、ショッピングにマッサー
ジ・・・などなど欲張っていろいろな体験をさせてもらいました。最後の夜
には、生バンドの演奏でパーティーを開いていただき、皆で歌ったり、踊っ
たりととても楽しい一夜を過ごさせて頂きました。あっという間の４泊５
日でしたが、朝早くから夜遅くまで笑顔で一生懸命お世話して下さったス
タッフの皆さんには大変感謝しています。楽しい旅行をありがとうござい
ました。

あっという間の４泊５日、楽しい旅行をありがとう！ パーティーでは
皆で歌ったり、踊ったりととても楽しい一夜を過ごさせて頂きました

親子旅行のセブ島、楽しい旅になったと心より感謝します！ 両親とは海
でアクアマリンスポーツを楽しみ、セブの海も満喫する事ができました

家族と初めてのセブ海外旅行！ 島巡りにバーベキュー、ボホー
ル島観光にショッピング、マッサージ・・・などなどを体験しました

出発日２月１８日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　中山さん

出発日３月１３日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　黒沢さん

出発日１月２５日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　山下さん
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昨年娘からの紹介で半信半疑
ながらワールドビッグフォーの
会員になりました。毎月送られ
てくる会報誌を目にしてはいま
した が、高 齢ということもあり
正直人事のように思っておりま
した。今回、娘からの強い勧め
もあり、８０歳にして初めての
パ ス ポ ートの 申 請となりまし
た。“ 案ずるより産むが易し ” ４
泊５日のセブ旅行は本当に感
動の連続でした。行きの飛行機

から見た雲の上に広がる夕日から始まり、コーラルポイントリゾートの広
くてすばらしい部屋、目覚めれば心地良い風に当たりながら、水平線から
昇る朝日。朝食には噂の濃厚なマンゴジュースつき。２日目のシーウォー
カーやパラセーリングも最高でした。３日目の結婚式も幸せそうな若い
お二人を見て、「孫の結婚式をセブで・・・」とも思いました。４日目はマイ
ナスイオンたっぷりの海に浸りバーベキューを味わい、夜にはさよならパ
ーティー。本当に皆さんと楽しい時間を過ごさせていただきました。他に
も、フットマッサージ＆ネイルなどなど体験しました。今年は連日トップ
ニュースになるほどの豪雪でした。自宅に帰ってみると、１ｍ以上の積雪
という現実が待っていました（ガックリ）。また、孫・ひ孫たちと一緒にセ
ブに行けるように健康維持をしていきたいと思います。

朝日に感動、シーウォーカーやパラセーリングも最高！また、孫・ひ孫
たちと一緒にセブに行けるように健康維持をしていきたいと思います

パンダノン島では、最高の気分！コーラルポイントリゾート・
スペシャルビラでも「世界の大富豪級はスゴイ」と感激でした

今回、２回目のセブ島へ行って
来ました。日本から約４時間で
セブ島へ到着！到着すると前回
同様ガイドさんが待っていてく
れました。セブへ着いた日は夜
遅くなってしまったため、コーラ
ルポイントリゾートへ向かう途
中でフィリピン料理店へ寄り食
事を摂りました。そして、コーラ
ルポイントリゾートへ着くとすぐ
に眠りに就きました。２日目は、
楽しみにしていたマリンスポー
ツ！マリンスポーツはパラセー
リングをしました。しかし、私達
が行った時期は丁度混んでいる
時期で、待っている間ジェットスキーに乗せてもらいました。私は振り落と
されないように必死でした。パラセーリングは空から見る景色がとても綺
麗でした。３日目は、ボホール島へ行き楽しみにしていたヘビに触ること
ができ大満足でした。また、チョコレートヒルから見る景色には感動しまし
た。４日目は一日ずっと買物をしました。今回の旅行で一番楽しみにしてい
たので思いっきり買物を満喫しました。買った物は全てガイドさんやドライ
バーさんが持ってくれたのが楽で、とても有り難かったです。そして最終日
だったためワールドビッグフォーさんの方から夕食をご馳走になりました。
初めてガイドさんとドライバーさんと御飯を一緒に食べれて嬉しかったで
す。２回目のセブ島でしたが、ガイドさん、ドライバーさん、メイドさんのお
かげでとても充実した旅行になりました。また、メイド長のアイリーンさん
が私のことを覚えてくれていた事が一番嬉しかったです！

HAPPY DAYS☆

娘からの強い勧めもあり、８０歳にして初めてのパスポートの申請！
“案ずるより産むが易し”４泊５日のセブ旅行は本当に感動の連続でした！

充実した２回目のセブ島旅行！ 楽しみにしていたマリンスポ
ーツはパラセーリング、空から見る景色がとても綺麗でした

充実したセブ島旅行 出発日１月３日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　村山さん 初めてのセブ旅行

セブは最高！！
今回、子供達がそれぞれ大学３
年、高校３年となり、「家族全員で
海外まで行ける機会は当分ない
だろう」と考え、４泊５日の日程
でセブ旅行に行かせてもらいま
した。例年にない大雪の冬となっ
た日本でしたが、真夏のセブで体
調がおかしくならないように願っ
ていました。現地の湿度もそれほ
ど高くなく、快適に過ごせた５日
間でした。今回私達は、新婚カッ
プルなどが主として泊まるコーラ
ルポイントリゾート・スペシャルビ

ラを使わせてもらいました。まず、玄関の見事なドアにビックリ！中は床や階
段まで大理石で造られており、部屋の広さと総ガラス張りのシャワー室には
ただただ驚かされるばかりで、さすがに「世界の大富豪級はスゴイ」と感激
することしきりでした。２日目に訪れたボホール島、この島にしか生息しない
メガネ猿のかわいさと言ったら！思わず日本に連れて帰りたい気分にさせら
れました。３日目のパンダノン島では、急に雨が降り出したかと思うと止んで
しまい、海辺で寝ているうちに背中が真っ赤に日焼けするほどいい天気にな
りました。そして引き潮になると陸が見えはじめ、まるで海の上を歩いている
ような感覚になり、最高の気分でした。全行程で同伴してくれたガイドさん、
ドライバーさん、そしてメイドさん皆さんのおかげで大変楽しい旅行にさせ
ていただいて、本当にありがとうございました。

今回の旅行で一番楽しみにしていた買物、思いっきり満喫しました！
ボホール島では楽しみにしていたヘビにも触り大満足でした

大雪の我が家を飛び出し、着い
た先は南の島・セブ島。着いた
次の日は、朝からマリンスポー
ツを満喫！シーウォーカーとパ
ラセーリングで青い空と海にと
ても感動し、癒されました。そし
て午後からはショッピング、か
わいくて安いものがイッパイ！
いくら時間があっても足りませ
ん。次の機会があれば買物リベ
ンジしたいぐらいです。３日目
はメインイベントである妹の結
婚式。白い砂浜に白いウェディ
ングドレスが眩しい！時々ハプ
ニングもありましたが（笑）、豪華な料理や盛り上がったダンス、現地の
方々の祝福でとても素晴らしい挙式となりました。最終日はパンダノン島
でBBQをしたり、海で泳いだり、砂で肌をこするとスベスベになるという無
料エステも付いているなんて贅沢三昧でした。さよならパーティーでは歌
あり踊りありと、ガイドさん、ドライバーさん、メイドさんも一緒になって楽
しい時間を過ごせました。実はその日が誕生日だった私、なんと、ガイドさ
ん達がサプライズでケーキを用意してお祝いしてくれました！数日前に出
会ったばかりの方々に、とても盛大にお祝いして頂き、一生忘れることので
きない誕生日となりました。振り返ってみれば、ずっと笑っていた様な気が
します。とっても密度の濃い４泊５日の旅でした。これも、いつも笑顔で接
してくれたガイドさん、ドライバーさん、メイドさん達のおかげです。本当
にありがとうございました！

メインイベントである妹の結婚式、現地の方々の祝福でとても素晴
らしい挙式となりました！とっても密度の濃い４泊５日の旅でした

セブ家族旅行、快適に過ごせた５日間でした！ 皆さんのおか
げで大変楽しい旅行にさせていただきました。セブは最高！！

HAPPY DAYS☆サプライズ誕生祝いに感激！とても盛大に
お祝いして頂き、一生忘れることのできない誕生日となりました

出発日１月２５日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　野崎さん

出発日１月２５日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　本田さん

出発日３月１８日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　長谷川さん


