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人生観が変わる究極のリゾート！
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幼児
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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）

ナメカタ エイジ

＜編集後記＞
世界のリゾートを代表するセブ島は、日本からわずか４時間半の好立地と、その海の美しさから、
近年テレビや、紙メディア等に頻繁に登場し、今年も人気の旅行先として注目を集めています。ま
た、充実したマンツーマン英語等を格安に学ぶ事のできる留学先としても大変評判です。一年を
通して温暖なセブ島は、一年中いつでも楽しくご旅行頂けますが、特に、雨の少ない乾期（１月か
ら４月）がベストシーズン！“こころ癒し からだ安らぐ”ワールドビッグフォー究極のリゾートで、異
国情緒溢れる至福の時をお過ごし下さい。なお、ご旅行を計画される際は出発日より３ヵ月前（ピ
ークシーズンは更に早め）の早期手続きをお勧め致します。ご不明な点は、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　齊藤充彦

（注）帰国日が２月１１日、及び、日曜帰国PR436便（セブ発13:00～）利用の場合には、上記料金
　　とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
①上記料金は平成27年1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い合せ下さい。
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：小田・根本

ごあいさつ
セブ島の素晴らしい大自然の恩恵は心と体のオアシス。

１年を通して温暖な気候に爽やかなマイナスイオンの風、心温まる
持て成しは、笑顔を導き若さ溢れる健康づくりにも最適な環境です。私達に

とって「生きがい」とは、元気の活力と幸福に満たされ充実した日々を過ごすこと。
ご家族、ご友人との楽しい団欒や笑顔が通う触れ合いで、身も心も癒し安らぐ有意義な
ハッピーライフを日常より心掛けてみては如何でしょうか。笑顔は長寿の秘訣！
是非皆様も大自然が潤うワールドビッグフォー究極のリゾートで、幸福なる将来設計
の創造、人生観が変わり笑顔溢れる「生きがい」づくりを心ゆくまでご堪能下さい。
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。

皆様の益々の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
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今回は、最初行く予定がありま
せんでしたが、女性ばかり６人
で行くとの事で、少々心配にな
り同行する事となりました。そ
れと、地震で行けなかったボホ
ール島へ行けるようになった事
もきっかけになりました。成田空
港迄は娘婿のワゴン車を借り運
転し、首都高速で迷いながらも
無事着きました。２人分の荷物
はスーツケース宅配で、空港へ
先に送りましたので、７人乗っ
ても窮屈では無かったと思いま
す。が、成田までは遠い。今度中
部国際空港（セントレア）から直

行便が就航することを聞き、有り難く感じます。そんな訳で、セブ島観光開
始！ボホール島は地震の影響で、橋は仮橋、道路は迂回しながらですが、
支障なく目的地を廻ることが出来ました。ロボク川クルーズは、出発地の
エレベータも壊れて使用できず、地震被害の大きさを実感しました。しか
し、船も途中のイベントも以前通りで、感謝を新たにしたところです。ター
シャ（メガネ猿）は相変わらず “我関せず ”で迎えてくれました。チョコレー
トヒルは頂上まで行けましたが、展望台の補修中でした。異常気象で地
震、台風と世界的に起こりますが、フィリピンの災害復興もめざましいも
のがある事も感じたセブの旅でした。シュノーケリング、パラセーリング、
シーウォーカー、射撃、トントンでのマッサージ、カオハガン島と、目いっ
ぱい楽しんだ旅でした。女性陣も大変喜んで帰途につきました。今回もガ
イドさん、メイドさん、ドライバーの皆さんお世話になりありがとうござい
ました。皆さんの優しさに感謝し、又訪れる日まで。

ボホール島では、船も途中のイベントも以前通りで、感謝を新たにし
たところです。ターシャは相変わらず“我関せず”で迎えてくれました

おじいちゃん、今回は孫達とセブにきましたよ♪最高
の思い出を家族にいただきありがとうございました。

初 めてセブ へ 行く２ 人と２ 回
目 の ２ 人とで 旅 は スタ ート。
ま ず は 、カワサン滝へ行こうと
翌朝早めの出発。車に揺られる
こと3 時 間 強「あ～ぁ遠 かった
ー」。バディアンゴルフリゾート
で昼食タイム。東京からゴルフ
に来たグループと会う。「ここの
コースは？」の問いに「難しい、い
つも自信を無くして帰るんだが、
大好きで年に数回訪れますよ」と
の返事。その後、ゴルフ場から程近いカワサン滝へ、見た目には落差を感じ
なかったものの、水圧たるや凄い。自称セブ通の岡ちゃんの指揮の下、立っ
たり座ったり横になったりと様々なスタイルで…「キャー」「痛い～」「息が
できない～」と奇声を発しながら滝壺へ。これは罰ゲームか、懺悔の荒修
行か…？翌朝は、ジンベエザメと泳ごうと張り切って海へ。目近で見るジン
ベエザメ、大きな口をパックリ開け、餌を食べる姿に足が竦む。結局ボー
トから離れる事が出来なかった事が少々悔やまれた。又、日本人オーナー
のキルトの島（カオハガン島）へも行って来ました。子供達が作ったランチ
ョンマットを購入。オーナーにもお目にかかって来ました。前回と違うセブ
を十分に楽しんで来ました。スタッフの皆さん、お世話になりました。

休日の日々セブ島

女性ばかり６人に同行し、マリンスポーツ、射撃、マッ
サージ、カオハガン島と、大変喜んで帰途につきました

カワサン滝の水圧たるや凄い！様々なスタイルで…「キャー」
「痛い～」「息ができない～」と奇声を発しながら滝壺へ…

２度目のセブ 熱帯の楽園セブ島

夢の実現…孫とセブへ
学校に、職場にと、時間を合わ
せて、夕方の便で出発、セブに
着くと夜中でした。申し訳ない
気持ちいっぱいでしたが、スタ
ッフの皆さん笑顔で迎えて下さ
り、ウェルカムジュースまでいた
だきました。孫達は早朝より、お
姉さん（メイドさん）とお友達と
なり、身振り手振りで楽しんでい
る姿を見て、やっと孫とのセブ
旅行が実現出来た事に、感謝の
気持ちでいっぱいでした。「夢は
心に思い、言葉に出していると、

それがエネルギーとなり実現するのですネ」。ショッピングは、自分のおこ
づかいで、自由に買い物してよいとの約束で、服、人形、クツ、いろんな物
を手にしている姿…。そんな孫の喜ぶ顔を見て、私達もうれしく幸せな時
間でした。孫達がお世話になったお礼にと、パーティーで踊りを披露して
皆で踊り、笑い声の中で楽しい時間は早かったです。プールに海にショッ
ピングにと、又、日本では出来ない様な爪のネールアートは、とてもうれし
そうでした。小学生、保育園児にとってお姉さん達との英会話はきっと刺
激となっている事と思います。いつもこの孫達を見守って下さったスタッ
フの皆さん…日本に孫達は帰っても、名前を覚えており呼んでおります。
いつの日か英語でお便り書ける時が来ましたら、お願いしますネ。最高の
思い出を家族にいただきありがとうございました。

カワサン滝や目近で見るジンベエザメに興奮、足が竦む経験も！また
キルトの島カオハガン島等、前回と違うセブを十分に楽しんで来ました

４泊５日で２回目のセブ島に
行って来ました。１回目はファミ
リーで行き、今回は、ワールドビ
ッグフォーで知り合いになった
会員さんに誘われ、４人で行っ
て来ました。とても楽しい旅を
過ごさせて頂きました。観光の
コースはまったく前回と違い、
さらに満足度アップ⤴コーラル
ポイントリゾートではスペシャ
ルビラや２日目には、バディア
ンゴルフリゾートにも宿泊。ス
タッフの方に笑顔で出迎えても
らい、ゆったりした一日を過ごし、夕食にはソーメンや卵焼き等、いろんな
日本食を沢山頂き、日本より味が最高でした。３日目に、ジンベエザメと
泳ぎました。海に入るなり、３メートル以上の大きなサメが自分の目の前で
泳いでいるのでびっくりしてしまい、スタッフの方に抱きついてしまいまし
たが、徐々に慣れ、スイスイと泳いでいる姿にとても感動しました。今回
は、移動に時間がかなり掛かりましたが、車窓から見る景色は緑が多く、住
民の様々な生活面が見ることもでき、色んな面で自分に活力を頂いた旅で
した。今回４泊５日の旅でしたが、４年後は還暦、日々の生活にもゆとり
がもてると思いますので、主人とゆっくり８泊９日位で行きたいと思って
います。ガイドさん、ドライバーさんにはとても細やかな気遣いをして頂
き、ありがとうございました。素直に感謝の気持ちでした。

３メートル以上の大きなサメが自分の目の前で泳いでいる
のでびっくり！ スタッフの方に抱きついてしまいました（汗）

メイドさんとお友達となり、身振り手振りで楽しんでいるセブ
での孫の喜ぶ顔を見て、私達もうれしく幸せな時間でした。

観光のコースはまったく前回と違い、さらに満足度アップ！ 住民の様々
な生活面が見ることもでき、色んな面で自分に活力を頂いた旅でした

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴４年９ヵ月　村山さん

出発日５月１０日（５泊６日）
会員歴６年９ヵ月　三室さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　高橋さん

出発日７月２５日（４泊５日）
会員歴１５年７ヵ月　池上さん
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今回、思わぬセブ島への旅をする

事が出来ました。この間、池上さ

ん、ガイドさんには、大変お世

話様になりました。海の無い私

共 、長 野 県 人 に は 憧 れてい た

海岸沿いにヤシの木が生い茂

るコーラルポイントリゾートで

じっくりと休息。気候もよく、最適な毎日を過ごさせて頂きました。フィリピ

ンは “平均年齢２３歳 ”と聞いていましたが、人々の生活は貧しくとも、心

身共に心豊かな子供達が、将来の国を背負って発展していく要素が整っ

ている国であると思うし、再度訪れる機会がある時には、雇用、食料、生

活、学校を始めとしたインフラ整備も進み先進国に近づいている事を願

い、レポートと致します。

スタッフの若き力強さに感動。“平均年齢２３歳”と聞いていましたが、
人々の生活は貧しくとも、心身共に心豊かな子供達に期待大！

夢の様なセブ旅行でした！朝食をしながら「今日は天候が良いか
ら海♪」とか「今日は買い物♪」とか！毎日楽しく過ごせました

１日目、ひこうきがセブについ
たら、日本よりとても暑い南国
のような感じでした。その日は
夜だったので、日本時間よりも
１時間おそい、午後１１時に着
きました。リサさん、ミキさんた
ちとのさいかいは、とても、とて
もうれしかったです。そして、セ
ブ島の朝ごはんは、とてもごう
かで、「おいしい～」とつい、パ
ン を 何こも た べ てしま い まし
た。プールは「ふかいな～」と思
ったら、あさくなったり、深くな
ったりして、おもしろかったで
す。夜ごはんもとてもおいしかっ
たです。パーティーは、とてもみんな楽しそうで、「またきたい」と思いまし
た。私は、ここにいつでも来れたらな、と思いました。セブ島は、みんなや
さしい所で、たのしかったです。セブ島のみなさん、本当に有りがとうござ
いました。また、ぜったい行きます。又、会いたいです。本当に、本当にあり
がとうございます。
お子様　８さい
セブでたのしかったことをかきます。①メイドさんとダンスをおどったこ
とです。②おふねにのってうみのたんけんをしました。③プールでいっぱい
およぎました。④ミキさんとリサさんとおみせにいきました。⑤めいどさん
とうたをうたいました。このなかでいちばんたのしかったことは、めいど
さんとあそんだことです。またセブにいってめいどさんたちからえいごを
おそわりたいことです。♡♡♡えいごをおぼえたいです。
お子様　６さい

まっ青な空、海へ

憧れていた海岸沿いにヤシの木が生い茂る、コーラルポイントリゾート
でじっくりと休息。気候もよく、最適な毎日を過ごさせて頂きました

おふねにのってうみのたんけんをしたり、
パパとおもいっきりプールであそびました

私がセブでたのしかったこと 初めてのセブ

夢の様なセブ旅行
計画した９月２日～６日まで、
５日間の旅行が出来た事が夢
の様でした。行き、帰りとも１時
間近く遅れました が 、セブ・マ
クタン島に到着するとワールド
ビッグフォーのスタッフの方が
笑顔で出迎えに来てくれていま
した。荷物は先に宿泊先に、私
達一行は夕食に行き、わくわく、
宿泊先の部屋へと入り、床に就
きました。朝起き、海の景色が目
に入り、キレイの一言です。コー

ラルポイントリゾート内を、皆で散歩して、さわやかな海風に当たりなが
ら、南国の花、ヤシの木、プールの数々を見て歩きました。スケジュールは池
上さんが、「今日は天候が良いから海♪」とか「今日は買い物♪」とか朝食
をしながら、実行に移りました。毎日、毎日楽しく過ごせました。この年齢
になっては、なかなか出来ない事。海で魚と戯れ、空にも高く上ったり、プ
ールで泳ぎ、スコールで道路が川となり、子供がその道路で流れて遊んで
いる所を見たり、日本では見られない所を数々見学して来ました。セブ島
をほんの少し知る事が出来ました事は、ワールドビッグフォーの皆様のお
かげと思っています。ありがとうございました。また、いつかセブの旅行に
行ける事を夢に見ながら、御礼まで。

はじめてのことでうれしくて、胸がドキドキしていました。
セブ島のみなさん、本当に有りがとうございました

娘と４才と２才直前の孫と、４

人で始めての４泊５日のセブ旅

行に、ドキドキ、ワクワクしなが

ら行って参りました。私は外食

で お 腹をこわしや す い ので す

が、セブの食事は美味しく口に

合い、お腹もなんともなく嬉しか

ったですね。幼い孫達の食事も

気がかりでしたが、なんとか毎日

を元気に過ごせました。毎朝の

メイドさん達の手作りのフレッシュなマンゴジュースの美味しかった事、

あの味は忘れられませんね。孫達との海外旅行など、ワールドビッグフォ

ーに出会わなければ、思っても見ない事でしたが、とても良い思いでとな

りました。今回は海で思いっきり遊んだり、島へ渡ったりは、残念ながら実

現できなかったので、機会があれば、又、よろしくお願い致します。親切なガ

イドのミキさんを始め、可愛いメイドさん達、運転手さんには、お店へ何

度も付き添って頂いたりと、特にお世話になりありがとうございました。今

後の御社の益々のご繁栄を心よりお祈り致します。

まっ青な空、海！毎朝のメイドさん達の手作りのフレッ
シュなマンゴジュース。あの味は忘れられません♡

スコールで道路が川となり、子供が流れて遊んでいる所を見たり、日本
では見られない所を数々見学！セブ島をほんの少し知る事が出来ました

娘と４才と２才直前の孫と、４人で始めての4泊5日のセブ旅行
は、ワールドビッグフォーに出会わなければ叶いませんでした！

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　白澤さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　矢澤さん

出発日７月２５日（４泊５日）
会員歴５年８ヵ月　池上さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴１年　木村さん
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知 人 で あ る 山 嵜 さ ん の 紹 介
で、セブ島に興味を持ち、ワール
ドビッグフォーへ入会し、入会し
たなら是非セブ島へ行きたいと
思っていました。今回、朝田さん
に同行していただき、セブ島へ
行く事が出来ました。言われて
いる通り、宿泊先ではチェック
インのような必要もなく、空港
からガイドさん、ドライバーさ
んの案内でコーラルポイントリ
ゾートへ。海側で、翌朝は目の前

が海。台風の影響で荒れ気味で、海のレジャーは中止、市内のショッピングセ
ンターで足裏マッサージ等々のんびり。夕方はバディアンゴルフリゾートへ
移動。翌朝、ゴルフに来た関西の方と話し、ゴルフを楽しみに来る会員さ
んも居るんだと知りました。海岸線をぐるり回り、水田風景も見て、コー
ラルポイントリゾートへ。４日目、海もおだやか、朝田さんが「この海を見
せられて良かった！」とテンションアップ（＾o＾）♪シーウォーカー・パラ
セーリングも出来、コーラルポイントリゾート前の海では熱帯魚も見れて良
かったです。食事は、地元フィリピン・セブの料理やイタリアン、中華、焼
肉、日本食とも、寿司のウニ以外はおいしかったです。現地のガイドさ
ん、ドライバーさん、メイドさん等々、スタッフさんにはお世話になりまし
た。ありがとうございました。

「この海を見せられて良かった！」と同行してくれた朝田さんもテン
ションアップ（＾o＾）♪シーウォーカー・パラセーリングも出来ました

メイドさん達とダンス。若いパワーをいっぱいもらい本当に楽し
かった。ご一緒して下さった６名の皆様ありがとうございました

私 達 夫 婦と小 山 統 括さんと行
ってきました。旅行につきもの
の「ハプニング」第１回目は、成田
空港に着き、荷物の検査で重量オ
ーバー。家での計画は、大きいバッ
ク一つで、帰りのお土産も入れて
くれば事は簡単だと考えた。そ
れが、大きな誤りだった。バック
を全 部 開き別 のカバンに入れ
替えた。人はいるし、恥ずかしい
思いをした。何はともあれ 、成
田を出発し第２回目の「ハプニ
ング」４時間ぐらい座席に腰掛
けているので、足にむくみが出
た。自宅では自由に歩き廻って
いる の で 仕 方 な い の で ある。
コーラルポイントリゾートへは、通訳の人、運転手が出迎えてくれた。先
ずは「セブ」に着いたので、日本酒で乾杯をした。翌日は、楽しみにしてい
た「スキューバダイビング」いいですね！美しい海と美しいスタッフとつい
でに奥様と、海に潜ると沢山の魚が迎えてくれる「小沢征爾氏」がタクト
（指揮棒）をふっている様に思われる。「イヤ」「イヤ」私がタクトを振って
いるのだ。楽しかった！第３回目の「ハプニング」は、妻と円からペソに換
金をお願いしようと、一万円札を部屋で落とした事も知らないでいた翌日
にスタッフが一万円札を部屋で見つけてくれた。スタッフが金庫の上に置
いときましたヨ。と、スタッフの人柄、会社の方針の素晴らしさ「教育」が確
認できた。感謝！感謝！である。「ハプニング第４回目」は、空港で２時間も
足止め。台風１５号の為と整備？と思われた。「ハプニング」は、上手に付
き合うことと、自然体で。ワールドビッグフォーリゾートの皆さん、旅行を
お世話してくれた小山統括、お世話になりました。又来年の２月、３月頃、お
世話になります。

自分へのご褒美

現地のガイドさん、ドライバーさん、メイドさん等々、スタッフ
さんにはお世話になりました。ありがとうございました

４回の“ハプニング”も楽しく上手に付き合いながら、スタッフの人柄、
会社の方針の素晴らしさ「教育」が確認できた。感謝！感謝！ である

美しい島「セブとハプニング」 セブの感想

待ちに待ったセブ
会員になって１０年、仕事など
でセブに行く機会を見送っていま
した。ついに行って来ました。ハ
ッピーハッピー♪コバルトブル
ーの海、日の出、夕やけの美し
さ、これだけで元気になれまー
す。到着のセブ・マクタン空港に
ガ イドさん の 笑 顔 に 出 迎えら
れ、車の多さと運転の上手さに
驚きながらコーラルポイントリ
ゾートへ、メイドさん達に出迎
えられマンゴジュースで乾杯。
「コケコッコー 」の 鳴 き 声 で 目
覚 め、私 達 ７人の楽しいセブの
始まりです。海で泳ぎ、日焼けも

気にせずたわむれ、昼はおいしいバーベキュー。ボホール島のチョコレー
トヒルでは、不思議な世界を見た感じでした。ターシャ、すごい雨に見舞
われ、会えるか心配だったが居ました。会えました。かわいいー♡パラセー
リングは１５０メートル上空から眺める景色、思いっきり手を広げ、鳥にな
った気分ではしゃぎました。シーウォーカーは、かわいい熱帯魚との一時。
こんな事が出来るなんて夢のようでした。さよならパーティーの美味しい
料理を戴きながらメイドさん達とダンス。若いパワーをいっぱいもらい本
当に楽しかった。皆さんおおらかで温かく、初めて会ったとは思えない程
でした。ワールドビッグフォーの社員教育のすばらしさも感じました。運転手、
ガイド、メイドさん。ワールドビッグフォーの皆様に大変感謝致します。ま
た、ご一緒して下さった６名の皆様ありがとうございました。鈴木統括代
理店さんには行く前からお世話をしていただき、本当にありがとうござい
ました。

ワールドビッグフォーリゾートの皆さん、旅行をお世話してくれた小山
統括、お世話になりました。又来年の２月、３月頃、お世話になります

今年２回目のセブ旅行に行って
来ました。前回実行出来なかっ
た射撃に挑戦しました。銃は２
種類使う事が出来ました。テレビ
で見た限りでは、音がパンパンと
聞こえましたが、実際は、バン、バ
ン、でした。イヤーパットをして
撃 ち まし た 。体 で 感じる 衝 撃
は最高でした。１５発しか撃て
ませんでしたが、一応全部紙を
射抜いていました。日本では絶
対に体験できない事を出来る
国がある事に驚きです。パラセ
ーリングにも挑戦しましたが、
あいにく、雷が鳴って来てしま
いキャンセルしました。３日目はボホール島に行きました。船内は冷房が効き
過ぎで、寒くて大変でした。この島は、マクタン島やセブ本島とは雰囲気が
全然違いました。道路は日本の地方都市を走っている様な気になります。
家並みもセブとは違い、稲作も盛んに行われて、生活の豊かさを感じまし
た。チョコレートヒルに着き、階段を上り、頂上からの眺めは最高で、自然の
偉大さを思い知らされました。最後に原始猿ターシャを見学しました。大雨
の後でしたが、木にしがみ付いているのを見られました。絶滅寸前にならな
い様にしっかり保護してもらいたいです。最後にショッピングモール「アヤラ
センター」に連れて行ってもらい、ドリアンを買う事が出来ました。試食し
てみましたが、臭いと言う感じはあまり無く、クリーミーで私の口には合う
なと思いました。中３日間の旅行はアッと言う間に終わってしまいまし
た。今回も素晴らしい旅行を体験出来たことに感謝、感謝です。ありが
とう！！

死んでいる蛇だと言われ、恐る恐る写真を撮りました。
こんなのが実際にいる所は二度と行きたくありません（笑）

ボホール島のチョコレートヒルでは、不思議な世界を見た感じでした。
雨に見舞われましたが、ターシャにも会えました。かわいいー♡

自分へのご褒美と、前回実行出来なかった射撃にも挑戦！ 今回も
素晴らしい旅行を体験出来たことに感謝、感謝です。ありがとう！！

出発日１０月１日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　互井さん

出発日１０月９日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　竹田さん

出発日９月１０日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　阿部さん

出発日１０月２０日（６泊７日）
会員歴１０年６ヵ月　小宮山さん
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私の年代では（７５才）フィリ
ピンと言うと、遠い南方の暖か
い島国つばめと太平洋戦争時、
日本兵が沢山戦死した所、治安
の悪い遠い遠い南国との思い
を持ち続けていました。今では
科学の発達に依り、成田からわ
ずか四時間余りのセブ島は、治
安の悪さや不衛生等を感じな
く、人々もとてもゆったりとして
いて、溶け込みやすく、何度で
も行きたくなる優しい国です。
今回で２度目だったので、コー
ラルポイントリゾートでのんび

りと、又、市内観光もゆっくりとガイドさんと回り、所狭しと往来するジプ
ニーやトライシクル。フィリピンの人々にとっては歴史上の人物、誰もが知
っているマジェランや首長ラプラプ、教会や市場、そして、寺院等、異国情
緒を堪能しました。それもこれもなんと言ってもワールドビッグフォーの
会社と知り合えたからです。統括の結城さんのお陰です。感謝です。大好
きな海外旅行も何度も行く事が出来る日々の暮らしにおいても、公的な支
払いも心配なく過ごせる今日この頃、全てがワールドビッグフォーさん
のお陰です。これからも機会がありましたら、あのどこまでも続く青い
海、遠方にかすむ島々、暖かな心地よい風の国フィリピン、セブ島へ行き
たいと思っております。最後に、コーラルポイントリゾートのスタッフの
皆様、セブ滞在中はいろいろと御世話になりました。

セブ島は、治安の悪さや不衛生等を感じなく、人々もとてもゆった
りとしていて、溶け込みやすく、何度でも行きたくなる優しい国です

今回は、マリンスポーツを充分楽しみ、息子はダイビング、私と夫は
シーウォーカー、サンゴや熱帯魚が身近に見られ、夢のような世界でした

「今年こそは必ず行こう！！」と思
っていた所、参加した勉強会で
「いっしょに行きませんか？」と
誘われ、鈴木統括さん含め７名
で行って来ました。鈴木さん以
外は皆さん初めての方々でした
ので、どこへ行っても感動する
ことばかり、毎朝５時１０分に
起床し、リビングから見る朝陽
が毎日楽しみで、その都 度、写
真に収めることが出来ました。
２日目、パンダノン島のエメラ
ルドグリーンの海で泳いだり、水
中ゴーグルとシュノーケルを付
け、魚達とおいかけっこしたり、
昼食はスタッフさんに準備していただいたＢＢＱは格別美味しかったです。
３日目、ボホール島の奇観のチョコレートヒルでは、１２６８個のはげ山
があると聞きびっくり！また、世界最小と言われるメガネザルのターシャを見
る所では、激しいスコールで、一時見学を断念しようかと思ったほどでした
が、頑張って行って正解でした。手に乗る程小さく、目がくりっとしていて、
とても可愛かったです。４日目、朝一で人生初のパラセーリング・シーウォ
ーカーを体験。空中遊覧では、美しいセブの景色を一望でき、超感動しまし
た。海中では、水族館で見る色鮮やかな魚達が、私達を歓迎してくれている
かの様でした。その夜は、サヨナラパーティーをしていただいたうえに、１
０月の誕生日のバースデーまでやっていただき大変感謝しています。セ
ブ島での５日間はとても癒された日々でした。ガイドのシャローンさんを
始め、スタッフの方々、鈴木さんに感謝申し上げます。次回の目的はジ
ンベエザメです。

楽しかったセブの思い出

市内観光もゆっくりとガイドさんと回り、異国情緒を堪能しました。
これからも、機会がありましたら、セブ島へ行きたいと思っております

サヨナラパーティーは、１０月の誕生日のバースデーまでやってい
ただき大変感謝！ セブ島での５日間はとても癒された日々でした

念願のセブ島 憧れの島フィリピン

２回目のセブ
２回目のセブです。今回は主人
と息子との３人の旅となりまし
た。セブマクタン空港へ到着。ガ
イドのリカさんに迎えられ、フィ
リピン料理の店へ行き、ちょっ
ぴり辛い料理に舌づつみを打ち
ました。コーラルポイントリゾー
トへ到着後、メイドさんが部屋
を案内してくれました。久しぶり
の マ ン ゴ ジュース で 乾 杯 。最
高！！２日目は、息子はダイビン
グ、私と夫はシーウォーカー、専
用 の ヘ ル メットを か ぶり海 中
へ、海に深く潜るのは不安でし
たが、サンゴや熱帯魚が身近に

見られ、夢のような世界でした。昼食後、夫と息子はパラセーリング、水上
バイク、二人とも大はしゃぎで楽しんでいたようです。私はカメラを手に海
上を眺めていました。その後、全身マッサージへ行き身体をほぐしました。
マルコポーロホテルでバイキングの夕食。色々なおいしい料理をいただ
き満腹になりました。３日目は、パンダノン島へ、船旅のあと浅瀬で泳ぎま
した。島は小さく、海はエメラルドグリーンで、とてもきれいでした。バー
ベキューで昼食を楽しんだ後、セブ本島へ到着。ガイドさんの案内で市内
観光、途中雨が降ってきたので道教寺院だけ散策しました。４日目は、カ
ワサン滝でイカダに乗り、全身を滝に打たれ、少し痛かったけど楽しかっ
た。バディアンゴルフリゾートでランチ。オムレツが美味しかった。今回
は、マリンスポーツを充分楽しみました。ガイドのリカさん、運転手さん、
スタッフの皆さん、本当に有難うございました。

人生初のパラセーリング・シーウォーカー体験等、どこへ行って
も感動することばかりでした。次回の目的はジンベエザメです！

１０月２０日６泊７日で成田か
らセブに向かいました。初めて
のセブ！！初めての海外旅行。行
くまではとても不安でした。で
も、統括の鈴木さんのエスコー
トで不安解消です。コーラル ポ
イントリゾートに 着き、メイド
さん 達 に 出 迎えられ ホット一
息！！マンゴジュースの美味しか
ったこと。２日目、バンカーボー
トにてパンダノン島へ、白いビー
チとターコイズブルーの海が広
がるリゾート気分を味わえる島。
ランチはエビ、カニ、チキンなど
をバーベキューで頂き、パウダーサンドビーチでのんびり、貝を拾ったり、
泳いだり…。３日目はボホール島１日観光。チョコレートヒルズ・ターシャ
見学、バクラヨン教会、昼食はリバークルーズを楽しみながらクルーズ船
上でローカル料理！！もう３日目が終わってしまった！早い！！４日目、パラ
セーリング・シーウォーカーを体験し、鳥になったり、魚になったり忙しい
こと。そろそろ日本食が恋しくなり日本料理店へ。５日目、セブの町を歩
く。買い物もいっぱい！７Ｄでは、ドライマンゴ３０袋買いました。日本
で待っている人がいるので、自分へのごほうびとしてバックと珊瑚のネッ
クレスも買った。６日目、今日はのんびりセブ市内へ！！人、人、信号機の無
いのにはびっくり！！子ども達が多く、この国の将来が楽しみ！！パーティー
では、メイドさん達と踊り楽しい一時を過ごしました。お世話になった鈴木
さんはじめ皆様楽しい旅をありがとうございました。

もう３日目が終わってしまった！早い！！ ４日目、パラセーリング・
シーウォーカーを体験し、鳥になったり、魚になったり忙しいこと

２回目のセブです！ 今回は主人と息子との３人の旅となりました。
コーラルポイントリゾートへ到着後、久しぶりのマンゴジュースで乾杯

６泊７日、初めてのセブ！！ でも、統括の鈴木さんのエスコートで不安
解消！ パーティーでは、メイドさん達と踊り楽しい一時を過ごしました

出発日１０月２０日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　戸沢さん

出発日１１月８日（４泊５日）
会員歴７年１１ヵ月　吉田さん

出発日１０月２０日（５泊６日）
会員歴８年３ヵ月　小池さん

出発日８月２６日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　大熊さん
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友達の宮本さんと長男一家４
人 、計 ６ 名 で の ４ 泊 ５日でし
た。子供は双子の４年生の男の
子 で す。海 の 大 好 きな 家 族 で
す。コーラルポイントリゾートに
着いた時、「超豪華！」と声が出
ました。中３日で４つの島をめ
ぐり、パラセーリング、ランチク
ル ーズ 、シュノーケリング 等 、
色々と皆が楽しめました。今回
の旅行をこれだけ喜んで楽しん
で貰えて、私もとても満足しまし
た。いつもスタッフの皆さまに
は、とても感謝をしております。
ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　  
セブ島に行って一番さいしょにやったことは、ありません。なぜかと言う
と、夜についたから、なにもやっていません。その次の日は、パラセーリン
グをしました。パラセーリングは、見ためはちょっとこわいけど、やってみ
たらすごくたのしかったです。ぼくは、やっているときにこう思いました。
また、「もう１回やりたい」と思いました。また、その次の日に、チョコレー
トヒルに行って、その後、ターシャを見ました。ターシャの大きさがあまり
にも小さくてびっくりしました。なぜかと言うと、目はでかいのに、大きさ
は小さいからです。そのまた次の日にはシュノーケルをしました。シュノー
ケルをしているときに、お魚がいっぱいいてびっくりしました。あと、お魚
だけではなく４しゅるいいじょうのヒトデもいました。イソギンチャクもい
るけど、そのイソギンチャクは、とじてひらくイソギンチャクがちょっとお
もしろかったです。　　　　　　　　　　　　　　　お孫様　１０さい

ターシャを見ました！ ターシャの大きさがあまりにも小さくてびっくり
しました。パラセーリングは、また、「もう１回やりたい」と思いました

次の機会にはゆっくりとセブ島を満喫する為にも、一週間くらいの
長期旅行を計画したいと思います！本当にありがとうございました

２度目のセブです。親子三人の
旅となりました。セブ・マクタン
空港到着後、ガイドさんの案内
でフィリピン料理を堪能しまし
た。ヤシの葉のお皿はフィリピ
ンらしいエコを感じました。２
日目、私と妻はシーウォーカー、
専用のヘルメットをかぶり海中
へ 、サンゴ や 熱 帯 魚 が みられ
て、あっと言う間に時間が過ぎ
ました。昼食後、息子とパラセー
リング。体重差３０キロなので
不安だったが、飛んでみるとＯ
Ｋ！空中散 歩を楽しめました 。
その後、水上バイク。息子と二人、自分だけと２回、エンジンの音をたてて
進みスリルを味わった。全身マッサージで身体を癒し、マルコポーロホテル
でバイキングの夕食。ガイドさんの計らいで８月生まれのバースデーを生
バンドとケーキで祝ってくれ、感激し、多種類の料理を楽しみました。３日
目は、パンダノン島へ、のんびりと船旅を楽しんだ。海はどこまでも青く、
時には黒っぽくなったがきれいだった。浅瀬で軽く泳いで白い砂浜を歩い
た。バーベキューで昼食を楽しんだ後、セブ本島へ戻り、ガイドさんの案内
で市内をドライブ。途中雨が降ってきたので道教寺院を散策しました。４
日目は、カワサン滝に打たれ、水圧が強くて痛かったが、気持ち良かった。
筏乗りは、予想よりも短かったのであっという間に終わってしまった。今回は
マリンスポーツを中心にセブを楽しみました。ガイドのリカさん、運転手さ
ん、スタッフの皆さん有難うございました。

感動のセブ

友達の宮と長男一家４人、計６名での４泊５日でした！ 今回の
旅行をこれだけ喜んで楽しんで貰えて、私もとても満足しました。

マルコポーロホテルでバイキングの夕食。ガイドさんの計らいで
８月生まれのバースデーを生バンドとケーキで祝ってくれ、感激！

マリンスポーツのセブ ２度目のセブです

初めての家族海外旅行
子供が出来ての結婚、できちゃ

った婚だった為、新婚旅行に行

く機会が無いまま１０年が経ち

ました。子供が１０歳となり、結

婚１０周年の記念として、今回、

家族で初の海外旅行となりまし

た。初の家族海外旅行の行き先

は、自分の母親のススメもあり、

セブ島に決定！コーラルポイン

トリゾートの宿泊先は想像以上の快適さで、また、ガイドさん、ドライバー

さん、メイドさんも、とてもとても親切で優しく、この旅を忘れられない一

生の思い出にしてくれました。パラセーリング、ボホール島でのランチク

ルーズ、パンダノン島でのシュノーケリングと楽しい思い出を山ほど作る

事ができました。今回は４泊と短い期間での旅となりましたが、次の機会

にはゆっくりとセブ島を満喫する為にも、一週間くらいの長期旅行を計画

したいと思います。本当にありがとうございました。

水上バイクでは、息子と二人、自分だけと２回、
エンジンの音をたてて進みスリルを味わった!

９月１２日～１６日まで、４泊
５日でセブ旅行を楽しんで参り
ました。私は２回目ですが、同
行した 娘と友 人 は 初 めてでし
た。３連休の前日であり成田午
後７時３０分発で、セブ・マク
タン空港に着いたのは午後１
１時半でしたが、ガイドとドラ
イバーのお迎えのお陰様で安
心してコーラルポイントリゾー
トまで向かう事が出来ました。
翌１３日は台風の影響で少し
波が立っていましたので、セブ
市内を案内してもらい、ショッピ
ングや食事を楽しみました。１４日は、バディアンゴルフリゾートに３時間
程かけて行き、素晴らしい海と途中、バナナやマンゴー、ココナッツの木に
実がなっているのを見ながらのドライブでした。カワサン滝では豪快な滝
の落ちる音を聞きながら、透き通ったきれいな水の色には感動でした。
１５日は、浜辺でバーベキューをしてもらい、おいしく頂きました。バナ
ナボートで沖まで行き、娘はシュノーケリングを楽しみました。どれもこ
れも、とても楽しく、わくわくする感動的な５日間でした。どこへ行くにも
ドライバーとガイドさんが親切にして下さり、又、メイドさんがおいしい朝
食を用意して下さり、本当に心から感謝しております。そしてこの様なサー
ビスを提供して、貴重な体験をさせてくれ“もてなしてくれる”ワールドビッ
グフォーに心から感謝しております。又、機会があったら、ぜひ行きたいと
思っております。関係者の皆様ありがとうございました。

この様なサービスを提供して、貴重な体験をさせてくれ“もて
なしてくれる”ワールドビッグフォーに心から感謝しております

結婚１０周年の記念として、家族で初の海外旅行！ 楽しい思い出を山ほ
ど作る事ができ 、この旅を忘れられない一生の思い出にしてくれました

娘と友人４泊５日でセブ旅行♪カワサン滝では豪快な滝の落ち
る音を聞きながら、透き通ったきれいな水の色には感動でした！

出発日９月１２日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　掛川さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　松井さん

出発日８月２６日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　大熊さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　松井さん


