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〒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：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

①上記料金は平成27年9月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②年末年始等のピークシーズン及び、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￥２５，０００円～全額が発生します事をご了承下さい。
④成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
⑤関西国際空港（大阪）からは、（15:40分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑥中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（15:40分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑦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
幸福感が包み込む南国の楽園セブ島は、元気溢れる大自然の宝庫。

爽やかな景観に笑顔を育むアットホームなお持て成し、心までも癒し安らぐ環境は

旅行者を選ばず、セブ島の未知なる魅力に皆様を最高の幸福へと人生観も変えることでしょう。

近年、女性旅行者をターゲットとした環境整備を推進するフィリピンでは、マリンスポーツは勿論

エステやショッピング等、女性が気軽に楽しめる娯楽施設を随時開発、世界各国からの招致活動を行い

旅行者数も年々増加傾向にあります。また英語が公用語と言うこともあり、世界に適応する英語力を

生かしたビジネスモデルを展開、世界有数の自然環境を誇る親日国のフィリピンが、今後の世界

経済を担い、更なる発展を遂げる事は、私共にとりましても大変嬉しく、願ってもおります。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、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

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～

会     報
平成27年10月号

１０／０１～１０／３１
￥６７，７１０円
￥９７，７１０円

￥５６，６７０円
￥８６，６７０円

￥６，１５０円
￥９，１５０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 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）

ワールドビッグフォーリゾート会員専用宿泊施設 「コーラルポイントリゾート」

Coral Point Resort

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォーリゾートへ！日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、一
年を通じて温暖なセブ島の“バカンス”は皆様の渡航日を選びません。パノラマの海とバーベキュー
が楽しめる大人気の“アイランドホッピング”や南国の太陽の下で育った“ビタミン豊富なフルーツ”の美
味を思う存分お楽しみ下さい。今現在、当社提携旅行会社による１１月以降の航空料金が未発表となって
おります。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。尚、ご予約は約３ヵ月前（ピーク
シーズンは更に早め）なるべく早期での手続きをお勧め致します。詳細等につきましては、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
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五月十一日に二回目のセブ島に
行って来ました。八泊九日間と長
い間家を空けるのは少し心配で
したが、孫息子は心配要らない
から行ってくれば・・・。優しい息
子に感謝しながら東京へ嫁に行
った娘と、いつも一緒にマレット
ゴルフ等を楽しんでいる親しい
友と、そして本当に面倒見の良
い佐藤統括さん御夫婦達と八人
グループのセブ旅行仲間が揃い
ました。月岡さんには、空港タク
シー、毎日のスケジュール等の
手配もしていただいて、ありがと

うございました。マクタン・セブ空港に到着すると、ガイドさん、ドライバーさ
んが私達を待っていてくれました。まずは夕食ということで、セブで人気の日
本料理店「呑ん気」でディナーを頂き、一路宿泊先のコーラルポイントリゾ
ートへ。若い現地スタッフの娘さん達が迎えてくれました。一人一部屋の贅
沢なキングサイズベッドや家具に“ルンルン”気分。毎朝六時に敷地内にあ
る海水が循環する滝のあるプールに入って、通路にはブーゲンビリアの花
が、ピンク、ダイダイ、白と咲き乱れています。朝食には毎日マンゴジュース
と丸ごとのマンゴーをお腹いっぱいに食べてから、一日の観光に出かける
のが日課でした。ワールドビッグフォーに入って、ずっと生きがいを感じ
て、長生き出来そうです。感謝、感謝です。この先も、どうぞよろしくお願い
致します。

一人一部屋の贅沢なキングサイズベッドや家具に“ルンルン”気分♪
毎朝海水プールに入りマンゴジュースをお腹いっぱい頂くのが日課でした！

ボホール島ではチョコレートヒルの造形美に感動！ ロボク川の
船上でギターの生歌を聞きながらバイキング！ 美味しかったです♪

今年でセブ旅行２回目。初めて
行ったセブ旅行は１月で、その
時はあまり天気がよくなく曇り
空が多かったのですが、今回は
全日よく晴れて、美しい海を満
喫しました。２日目、バンカー
ボートでカモテス島へ行きまし
た。行く途中２回、帰り１ 回 イ
ル カ の 群 れ に 遭 遇！海の 水 面
にイルカの 背 び れを見 たとき
は、思わず歓声を上げ、心踊り
ました。カモテス島に着くとお
昼ご飯を用意していただき、地
鶏、カツオ、エビ、イカを食材に
したフィリピン料理がとても美味しかった。日本で育てられた太った鳥と
は違い、野性味のある痩せた地鶏がなんとも美味しく感じた。お腹いっぱ
いになったら、シュノーケルで美しい海を散策。珊瑚などに群がるお魚達を見
て回った。３日目は、バナナボートとパラセーリング。４日目もバンカーボ
ートで沖に行き、美しい海をシュノーケルで楽しんだ。連日、昼間は海、夜は
ダンスと楽しんだ。今回は、ダンススタジオへダンスレッスンに行き、しっかり
習った。バイバイパーティーでも、メイドさん、運転手のベルナルドさんの踊
りが素晴らしい。日本人には無いリズム感。今回もお世話になった朝田さ
ん、ガイドのリサさん、ドライバーのベルナルドさん、メイドさん達のた
くさんの心配りのおかげで、ご一緒した夏目さん親子、母、主人、息子と
全員それぞれが大満足した最高に楽しい旅になりました。大感謝です！あ
りがとうございました。

セブ旅行の感想

二回目のセブ島に、娘と友人八人グループのセブ旅行！ ワールド
ビッグフォーに入って、ずっと生きがいを感じて、長生き出来そうです!

カモテス島では美しい海とシュノーケリングを満喫！たくさんの心配り
のおかげで、全員それぞれが大満足した最高に楽しい旅になりました！

２回目のセブ旅行 二回目のセブ島に

自分に褒美と「２回目」のセブ旅行
今回で2度目のセブ旅行。マクタ
ン・セブ空港まで運転手さん、ガ
イドさんに迎えて頂き、コーラル
ポイントリゾートまでの途中、自
動車、バイク、人の数の多さに今
回もビックリ。車の前に平気で
人、イヌ、ネコが通り抜け、信号
のない道を行き交う車。運転手
さん の 上 手 な 運 転 にもビック
リ。コーラルポイントリゾートに
着くとメイドさん達がやさしく
出迎えて下さり、マンゴジュース
の美味しかったこと。毎朝水着
になり、プールで遊び海辺で散

歩。市内観光では、ショッピングやお寺、教会を巡り楽しかった。ボホール
島ではメガネザルが睡眠中とのことで顔が見れず残念。チョコレートヒル
の展望台まで２1０数段を登り、造形美に見とれてしまいました。ロボク川
の船上でギターの生歌を聞きながらバイキングを頂き、美味しかったです。
バディアンゴルフリゾートで１泊、夕焼けの見事な海辺を散歩しながら楽し
みました。翌日はオスロブまでジンベエザメを見に行くと、何と大きなこと！
海の中で一緒に泳いでいる人もいてビックリしました。最後の夜はさよな
らパーティー。フィリピン料理と生バンド、メイドさんのダンス、運転手さ
んのパフォーマンスダンス。私も年がいもなくメイドさん達と一緒に汗だ
くになって踊り、とても楽しかったです。お世話になったメイドさん、ガイ
ドさん、運転手さん、それに統括の佐藤さんご一家の皆様、色々とお世話
になりありがとうございました。

２回目のセブ旅行！ 連日、昼間は海、夜はダンスと楽しんだ♡
今回は、ダンススタジオへダンスレッスンに行き、しっかり習った♪

私は４月２９日から５月３日ま
でセブ旅行に参加しました。初
日は夜遅くに着いた為、直ぐに
宿泊するコーラルポイントリゾ
ートに向かいました。ここにはプ
ールが４つもあり、お風呂には
ジャグジーが付いている部屋ま
であり、とても豪華でした。２日
目はカモテス島まで船で行きま
した。カモテスリゾートにもプ
ール付きの宿泊所があり、フィ
リピン料理やマンゴー等のフル
ーツを食べました。海もキレイで、イルカも見ることが出来、感動でした。
夜はセブ市内のディスコに行って、両親がダンスを楽しんでいる所を見学し
ていました。３日目は、コーラルポイントリゾート近くのビーチに行って、
マリンスポーツで遊びました。私はバナナボートとウェイクボードをやり
ました。ウェイクボードは２回目だったので、何とか立つ事が出来ました
が、初めて挑戦していた人はなかなか立つ事が出来ず苦労していました。
バナナボートなら人を選ばず誰でも楽しむ事が出来ると思います。４日
目、キレイな海でゆっくりした後は、コーラルポイントリゾートでバイバイ
パーティーを開いて頂きました。５日間ずっと贅沢な時間を過ごさせても
らいました。お世話になった方々、ありがとうございました。

カモテス島ではフィリピン料理やマンゴ等のフルーツを食べ
ました。海もキレイで、イルカも見ることが出来感動でした♪

自分に褒美と「２回目」のセブ旅行！ 毎朝プールで遊び海辺で
散歩。市内観光では、ショッピングやお寺、教会を巡り楽しかった！

プールやマリンスポーツを堪能！ キレイな海でゆっくりした後は、パー
ティーを開いて頂き、５日間ずっと贅沢な時間を過ごさせてもらいました

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　黒岩さん

出発日５月１１日（８泊９日）
会員歴７年４ヵ月　岡宮さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　黒岩さん

出発日５月１１日（８泊９日）
会員歴４年３ヵ月　鷲尾さん
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前回は台風や地震災害があっ
た後なので、セブ島やマクタン
島内だけの観光でした。今回は
前回出 来 な かった 島 めぐりが
出来るということでとても楽し
みでした。また今回は、総勢1 0
名のグループ旅行でした。カモ
テスリゾートで1泊したり、パン
ダノン島やボホール島へ日帰り
で出かけたりしました。島々へ
の行き帰りには、イルカやトビ
ウオと出会いました。トビウオ
はまるで 海 面を滑 空 する小 型

グライダーのようで、飽きずにずっと探し見ていました。海の色は見事な
エメラルドグリーンで、なかなか日本の海では見る事ができないので、
感動ものでした。ビーチでは泳いだり、バーベキューをしたりして楽しみま
した。魚や貝が新鮮で、美味しく頂きました。カモテス島では、鍾乳洞の地
底湖（そんなに広くない）で泳ぎました。このような場所で泳いだのは初め
てでした。ビックリでした。前回行けなかったボホール島では、ターシャに
会うことが出来ましたが、見づらい場所にいたので残念でした。地震で壊
れた家も、まだ残っていました。宿泊最終日の夜はパーティーで大盛り上が
り。みんな笑顔、笑顔のひと時でした。好天に恵まれ、思う存分楽しめたセ
ブ旅行でした。みなさん、ありがとうございました。

宿泊最終日の夜はパーティーで大盛り上がり、みんな笑顔、笑顔
のひと時でした！好天に恵まれ、思う存分楽しめたセブ旅行でした！

スタッフの方々、素晴らしい体験をさせて頂いた佐藤さん。七日
間一緒に過ごして頂いた七人の皆様に厚く御礼申し上げます！

今までは寒い時期に日本を脱
出し、好きなゴルフをセブ島で
と勇んで行っていたが、体調を
崩し今 はゴ ルフをや めていま
す。しかし仲間の皆様から是非
と声がかかり決心。5月2 8日、自
分にとっては体調も少し気にし
ながらのセブ旅行、男性 3人と7
人の女性、総勢 1 0人で出発。マ
クタン・セブ空港が近くになり、
機内から眺めるカモテス島は夕
焼けで迎えてくれた。翌日、カモ
テスリゾートへ！エメラルドの海の色、真っ青な空の色、そして魚の群れに
何度も遭遇した。洞窟見学では、足元を気にしながら、ドライバーのベル
ナルドさんに手を差し伸べてもらいました。優しく頼もしいスタッフに感
謝。島の市場ではイカ、魚、野菜、果物が山積み、夕食は新鮮な魚介類の料
理、スープが美味しい。ホワイトビーチでは思いっきり浅瀬で、美しい景色
を満喫。楽しく仲間と笑顔で撮れている。コーラルポイントリゾートでのパ
ーティーが中でも一番盛り上がり、土屋さんからの白川夫妻ケーキカットは
本当に素敵なサプライズであった。お陰様で土屋さんファミリーには私
の体のことで大変お世話になりました。又同行者の皆様、現地スタッフ
の方々にも感謝申し上げます。

二度目のセブ旅行でカモテスリゾートを満喫

海の色は見事なエメラルドグリーン！ 島々への行き帰りには、イルカ
や海面を滑空するトビウオと遭遇。飽きずにずっと探し見ていました！

男女総勢10人最高のセブ！ パーティーが中でも一番盛
り上がり、ケーキカットは本当に素敵なサプライズでした！

最高のセブ セブへゴー！！

夢の様な七日間
以前にも誘われましたが、その
時は中々気持ちが向かず、今回
行かなければ中々チャンスも来
ないと思い、旅行に申し込みま
した！会報でいつも見ていたセ
ブの海、ショッピング、そしてエ
ステが目的でした。マクタン・セ
ブ空港に着くと、ドライバーのア
ーネルさん、通訳のシャローン
さんが迎えてくれ、コーラルポイ
ントリゾートに着くと沢山のメ
イドさん達の笑顔。早速エステ
♪とっても良かったので、帰る
までに計三回も施術してもらい

ました。バディアンゴルフリゾートではバイクの後ろに乗って、ゴツゴツの道
を走り、カワサン滝に打たれ、あまりの水圧の強さに驚き、滝に打たれている
時に願い事をすると良いと云われたが、すっかり忘れていました。カモテス
島では夕方プールに入り、夕食はなんとおにぎりと冷やしラーメン！同行し
た佐藤さんの心遣いで日本から持ってきた食材でした。感謝です。メイドさ
ん達のダンス、生バンドの音楽に合わせ自分達も踊り盛り上がった最後の
夜のパーティーでした。又、村松理事様からも色々とご配慮を頂き、七日間の
ワールドビッグフォーリゾートの滞在を満喫し、更に偉大さ、素晴らしさを感
じました。メイドさん、ドライバーのアーネルさん、ガイドのシャローンさ
ん、素晴らしい体験をさせて頂いた佐藤さん、七日間一緒に過ごして頂い
た七人の皆様に厚く御礼申し上げます。

カモテスリゾートへの船旅は、エメラルドの海の色に感動！ 洞窟見学
で足元を気にする私に手を差し伸べる頼もしいスタッフにも感謝でした

今回は、１０名で６泊７日の予
定でセブ空港に到着、夕食後コ
ーラルポイントリゾートへ。ま
ずは全員で安着祝の乾杯！翌日
は、念願のカモテス島へ。バン
カーボートで３時間、途中時々見
えるイルカの姿、そして青い海、
遠近に見える数々の島々、素晴
らしい 景 観 を 見 てカモテス島
に到着。水着で観光、ティムボ
洞窟見学、洞窟の奥で水浴を楽
しむ。またヤシの水を吸ってか
ら、実を割って内側の柔らかい
層を食べる。夕食後は、プール
で楽しみ、夜空を見たら北斗七星がはっきりと見え、丁度ヒシャクの柄を
上にして立てた格好で感激しました。４日目はパンダノン島へ。バスクリー
ンを入れたような、何処までもエメラルドグリーンの海の色、そして海水
浴、バーベキューと特に三種類の貝を焼いて食すと美味しかった。その後、
ボホール島・セブ島の見学と買物。そして最後の夜は、生演奏によるパー
ティーと全員でダンスと美味しい飲食で盛り上がりました。そして帰路、マ
クタン・セブ空港を離陸してまもなく、カモテス島の上空を飛行中、窓越し
にカモテスリゾート周辺と大きな湖が見え、またまた感激しました。旅行
期間中は天気と海の穏やかさに恵まれ、また統括の土屋さんはじめ、同行
した皆様とスタッフ皆さんには大変お世話になり有難うございました。今
後ともワールドビッグフォーの益々のご発展をご祈念申し上げ、お礼と致
します。

天気と海の穏やかさに恵まれ観光を満喫！ 最後の夜は、生演奏に
よるパーティーと全員でダンスと美味しい飲食で盛り上がりました！

夢の様な七日間！セブの海、ショッピング、エステ！笑顔のメイドさん
達に迎えられ、ワールドビッグフォーリゾートの滞在を満喫しました！

念願のカモテスリゾート！ 途中時々見えるイルカの姿、そして青
い海、遠近に見える数々の島々、素晴らしい景観に感動しました！

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴６年　白石さん

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴２年１０ヵ月　白川さん

出発日５月２８日（６泊７日）
会員歴１０年　長谷川さん

出発日６月３日（６泊７日）
会員歴７年７ヵ月　岡村さん
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素晴らしい機会に恵まれたこと
に感謝します。6日間の滞在でし
たが、多くの印象に残る経験をさ
せて頂きました。３日目には船で
２時間、ボホール島へ。船で食
事を楽しみながらの川下り、生
演奏での素敵な合唱に飛び入り
参加できたことが良い思い出に
なりました。世界最小の眼鏡猿
ターシャとの出会いに心がはず
み、感動の連続でした。幻想的
な景観を誇るチョコレートヒル
の休憩所では、ボホール全景が

プリントされたコーヒーカップを購入。ステージでの少年少女達のギター
演奏がとても可愛らしく印象に残りました。「セブ島って寒い所？」冷房の効
きに効いた船内での会話！そういえば旅行マニュアルに「厚手の長袖が必
要です」と書かれてありました。旅のハイライトはお別れパーティー。バン
ドの方々の素晴らしい演奏の後、仲間の方々の心遣いで、パーティーは私
達の結婚５０周年を祝う（金婚式）に変身。クラッカーの打ち上げ、ケーキ
入刀、愛の宣誓、コカリナ演奏、そして参加者全員のダンスなど、幸せいっ
ぱいのパーティーに成りました。通訳兼ガイドのミキさん、運転手のフラン
シスさん、そして、笑顔の素敵なメイドさん達、いろいろ本当にありがとう
ございました。

ボホール島では、世界最小の眼鏡猿ターシャ、幻想的な景観のチョコレ
ートヒル、また生演奏での素敵な合唱に飛び入り参加等、感動の連続！

初体験のネイルサロン、ゆっくりとこころ休まるアロマ、ラプラプ公園で
の歴史、買物、孫達の笑顔に、夢の中と思うくらい素敵な時間でした！

６泊７日の８名の旅となりまし
た。コーラルポイントリゾートで
はメイドさんに迎えられ、美味
しいマンゴジュースを頂き、懐
かしさで一杯になりました。緑
の海に浮かぶやすらぎの島、カ
モテスリゾートにも泊まり、バデ
ィアンゴルフリゾートでも１泊
しました。バイクのお兄ちゃん
にしがみつき、デコボコで水溜
りのある道を乗せていただいた。そしてカワサン滝ではいかだに乗り、滝
くぐりをしました。滝に背中を打たれ、ものすごい強さに驚きの絶叫！そし
て爽快な気分を味わいました。シーウォーカーは初めての経験でした。海
中で美しい魚に囲まれ、宇宙遊泳みたいな気分でした。買い物、オイルマッ
サージ、カラオケ喫茶と盛沢山の楽しい経験もしました。お別れパーティー
では、会社からのお心遣いも頂き、とても楽しく素晴らしい思い出となりま
した。又、同行の皆さんには、初めてお会いした人との交流もあり、心温まる
旅でした。お世話になった方々には感謝です。本当にありがとうございまし
た。

再びセブへ

仲間の方々の心遣いで、お別れパーティーは、私達の（金婚式）に変身！
参加者全員のダンスなど、幸せいっぱいのパーティーに成りました

６泊７日の８名の旅！ シーウォーカーは初めての経験でした♪
海中で美しい魚に囲まれ、宇宙遊泳みたいな気分でした！

再びセブへ来ました 楽しかったセブへの旅

孫達の笑顔
朝、何となく目が開き、窓を開け
てベランダに出ると、地平線の向
こうには大きく真赤な太陽…。こ
うして私のセブでの一日が始まり
ました。孫達７人はすでに大はし
ゃぎ、海で泳いでいたり、魚やカ
ニを捕まえていたり、ベランダに
いる私の所まで大きな声が聞こ
えて来ます。今回初めて、親、子、
孫と３代１３名、初の海外旅行。
山に囲まれ、海に憧れていた孫
達の目が輝いております。朝食は
南国の果物マンゴー、パイナップ
ル、バナナとそのまま食したり、ジ

ュースだったり今まで味わった事のない美味しさを満喫。その後はマリンスポ
ーツ。シーウォーカー、バナナボート、パラセーリング、皆本当に楽しそうで
す。孫達の輝かしい顔を見ているだけで、私もつい嬉しくなりました。初体験
のネイルサロン、ゆっくりとこころ休まるアロマ、ラプラプ公園での歴史、買
物等、本当に楽しい旅でした。私は足が悪く、パラセーリングしか出来ません
でしたが、足の悪い分、朝田さんをはじめ、ガイドのリサさん、メイドさん、船
上での皆様、“おんぶにだっこ”とはこの事。本当に楽しい思い出を作って頂
きましたこと、ありがとうございました。孫達に「何が一番楽しかったの？」の
質問に、「全部」との事！本当に楽しかったと思います。夢の中と思うくらい素敵
な時間を過ごしました！今度来る時には、海の中をスイスイ泳いでいる自分
を夢見ながら…。そして孫達の笑顔を夢見ながら楽しみにしております。本
当にありがとうございました。

再びセブへ！コーラルポイントリゾートではメイドさんに迎えられ、
美味しいマンゴジュースを頂き、懐かしさで一杯になりました！

前 回とは 違う所を観 た い 思 い
で待ちわびた２度目の旅！初夏
の太陽の日差しが強い晴天に
恵まれ、幾つもの体験をしまし
た。毎朝の生マンゴー・バナナ
と果 物ジュースを 美 味 しく頂
き、観 光 、そしてデパートで買
物 も楽しみ ました 。今 回 は ワ
ー ルド ビッグ フォー のリゾー
ト施 設 、カモテスリゾ ート、バ
ディアンゴルフリゾートでそれ
ぞれ１泊し、広大な土地と素晴
らし い 透 き 通 る 海とリゾ ート
が 、南国らしい風景にマッチし
て、何よりの「おもてなし」で心癒されました。カモテス島では、フィリピン料
理とそうめん、おにぎりの日本食を味わいお腹一杯で、夜の星空と月明
かりの中、プールに入りました。また、沢山の果物が大きな木に生って
いる様子を目にして、「なつめ」の実（日本とは違い大きい）を口にする事が
できました。カワサン滝では、滝の勢いの強さに耐えて「願い事？」どころで
は無く、水圧の恐怖にさらされ大声を上げていました（笑）又、シーウォー
カーでは人生初めての海中散歩と色とりどりの熱帯魚が寄って来ては手に
触れる楽しい体験をする事が出来ました。最後の夜のパーティーでは、
現地スタッフさん達と一緒にダンスを楽しみ、思い出に残るパーティー
でした。感動と体験に心癒された旅が出来たのも、誘って頂いた佐藤さ
ん、現地スタッフの思いやりの行き届いた配慮で、楽しいセブ旅行を過ご
す事が出来、感謝しています。皆さん有難うございました。

シーウォーカーでは人生初めての海中散歩！ 色とりどりの熱帯魚
が寄って来ては手に触れる楽しい体験をする事が出来ました！

親、子、孫と３代１３名、初の海外旅行！ 孫達に「何が一番楽しかっ
たの？」の質問に「全部」との事！ 本当に楽しかったと思います♪

カモテスリゾートでは、大きな「なつめ」の実に感動！ また、そうめん、おに
ぎりの日本食を味わい、夜の星空と月明かりの中、プールに入りました♪

出発日６月３日（６泊７日）
会員歴７年４ヵ月　武井さん

出発日６月１８日（５泊６日）
会員歴７年３ヵ月　田澤さん

出発日６月３日（６泊７日）
会員歴７年５ヵ月　小林さん

出発日８月２７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　中村さん
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母 娘 の 女 二 人 旅という事 で 、
セブ・マクタン国際空港へ着く
なり早速スパを目指しました。
街スパの 怪しい 雰 囲 気 に少し
ドキドキしながらも、オイルマ
ッサージが始まると、ぴったり
とツボに入り、とても心地良い
ものでした。しっかりマッサー
ジをしてもらい、その日はとて
も良く眠れました。二日目はア
イランドホッピングでパンダノ
ン島へGO ! ! 浮き輪とシュノーケ

ルを持って、ご機嫌でバンカーボートに乗り込みました。１時間ちょっとで
待望の白い砂浜ビーチと青い空、青い海の絵画の様な世界に到着。シュノ
ーケルで覗いたセブの海の中には沢山のお魚さんが！ニモもいたし、青
いヒトデや、砂に潜る瞬間のお魚も見る事ができ、満喫した私の背中は
赤く日焼けして大変な事になっていました。母は浮き輪で “プカプカ ”く
らげの様に漂っていてかわいかったです（笑）午後は楽しみにしていた
“プラナスパ ”へ。姫気分で最高の癒しを施され、女二人旅の醍醐味を満
喫。ボホール島では、ロボク川クルーズがとても良かったです。地元の子
供の川遊び風景が見られたり、バンブー（竹）のつり橋も楽しかったで
す。とっても充実の旅でした。

パンダノン島へＧＯ!! 浮き輪とシュノーケルを持って、待望の
白い砂浜ビーチと青い空、青い海の絵画の様な世界を満喫♪

娘のおすすめの“プラナスパ”プルメリアの浮かぶ桶の中に足をい
れてスタート。雰囲気良し、マッサージも勿論すべてが最高でした！

初 め て セ ブ 島 に 行 き ま し
た 。夜コーラルポイントリゾー
トのテラスを見ると、とても大き
なトカゲが壁にはりついていた
ので、とてもびっくりしました。２
日目の朝、とてもきれいな海が
見えるテラスで朝食をとりまし
た。その後、シーウォーカー、パ
ラセーリング、バナナボート、シ
ーカヤックなどのマリンスポー
ツをやりましたが、どれもとて
も楽しかったです。中でも一番
楽しかったパラセーリングは、上空からの景色がとてもきれいでした。午
後はコーラルポイントリゾート近くの海でシュノーケリングをしました。大
きなヤドカリやカニ、青くきれいな魚、海ヘビなどいろいろな生物を見る事
が出来ました。３日目は船に乗って島にバーベキューをしに行きました。白
い砂浜があり、海ではとても沢山のきれいな魚を見ながら泳ぐことが出来
ました。４日目はショッピングモールに行きました。とてもとても甘いアイ
スを食べながら買物も楽しむ事が出来ました。その後はコーラルポイン
トリゾートのいくつかのプールがあったので夜遅くまでプールに入りまし
た。楽しかったです。５日目は朝からプールに入ったり、ヤドカリを捕まえ
たりして楽しみました。とても楽しい５日間でした。

セブにあった楽しさ

海で満喫した後は“プラナスパ”へ♪姫気分でオイルマッ
サージ！ 最高の癒しを施され、女二人旅の醍醐味を満喫！ 

初めてのセブ、マリンスポーツはどれもとても楽しかった！ 中でも一番
楽しかったパラセーリングは、上からの景色がとてもきれいでした♪

セブ 初めてのセブ島

3度目のセブ島
関西に住んでいる娘と「どこか

行こうか？」「じゃあ、お母さんが

言っていたセブがいい！」という

訳で、出発日まで一週間くらい

でした が 会 社 の 方 に無 理をお

願いして、6月4日から３度目の

セブに伺いました。スポーツ大

好 きな 娘 に ふり回され な がら

（笑）今迄とは違う色々な体験を

しました。最も気に入ったのは、娘のおすすめの “プラナスパ ”です。赤い

かわいいサロン着に着替え、広い敷地を歩いて、まずはサウナで発汗。プ

ライベートヴィラに移動して、プルメリアの浮かぶ桶の中に足をいれると

ころからスタート。ベッドの上のタオルはスワンの形に折ってあり、雰囲

気良し、マッサージも勿論すべてが最高でした。あっと言う間に楽しい時

は過ぎます。ガイドさん、運転手さん、メイドさん、お世話になり感謝で

す。ありがとうございました。ワールドビッグフォーの益々のご発展を祈っ

ております。

シーウォーカーを体験！ 楽しかったです♪海では青くきれ
いな魚、海ヘビなどいろいろな生物を見る事が出来ました！

おじいちゃんとおばあちゃんに
半年くらい前にパンフレットを
見せてもらい、セブ旅行をずっ
と楽しみにしていました。夏休
み 1日前の午前 7時に家を出発
して、セブの空港には夜7時くら
いに着きました。夕食は日本とは
比べ物にならない位の料理がで
てきて少し驚きました。次の日か
らは、海で遊びました。海ではマ
リンスポーツをやりました。人生
初のマリンスポーツで楽しかっ
たのは、パラセーリングとシーウォーカーです。パラセーリングはずっと
眺めの良い景色を見れました。シーウォーカーは魚が近くまで来るの
で、魚を良く見る事が出来ました。他にも楽しかったことは、マンゴーを
食べた事とずっと泳いでいられたことでした。マンゴーはほとんど毎日
食べたり、飲んだりしました。近くに海があり、更にコーラルポイントリゾ
ートには幾つもプールがあるのでずっと遊んでいました。あっと言う間
の 4泊 5日でしたが、とても楽しい旅でした。メイドさんは親切な人ばかり
でとても良かったです。4日目の夜はパーティーがあり、沢山ダンスをしまし
た。食事も美味しくてとても楽しいセブの旅となりました。そして、この旅の計
画をして下さった朝田さんと、こうしてセブに連れてきてくれた祖父と祖母
にとても感謝しました。

あっと言う間の4泊5日でしたが、とても楽しい旅でした♪
セブに連れてきてくれた祖父と祖母にとても感謝しました！ 

6月4日から３度目のセブに伺いました！ スポーツ大好きな娘
にふり回されながら（笑）今迄とは違う色々な体験をしました！

人生初のマリンスポーツに挑戦！ パラセーリング、シーウォーカー、
他にもマンゴーを食べた事とずっと泳いでられたことが楽しかった！

出発日８月２７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　中村さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　室伏さん

出発日８月２７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　中村さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　野部さん
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夏休みを利用して２年ぶりの家
族旅行！！子供や孫達に今後発
展していく他国を見て、視野を
広 げ 社 会 勉 強して欲しいと思
い、セブ旅行を計画しました。
私は２度目ですが、スムーズに
マクタン・セブ空港に到着。コ
ーラルポイントリゾートでは、
幾つかのお部屋を案内して頂
き、それぞれの家族が自分達の
部屋を決め、子ども達は大はし
ゃぎでした。２日目は、市内観
光してからバディアンゴルフリ
ゾートへ移動。３時間のドライ

ブは、南国のフルーツのなる木を見たり、町とは違った風景を楽しみ夕
方到着。翌日はジンベエザメと遊泳。泳げない私は丸太にしがみ付き動
けませんでした（笑）子供や孫は潜って一緒に写真を撮ったり貴重な体験が
出来、楽しかった様です。残りの２日間はプールで泳いだり、ショッピングし
たり、マッサージをして貰ったり、思い思いに充実した時間を過ごす事が
できました。夜のパーティーでは、皆さんと一緒に踊り、盛り上げて下さ
り、孫達は「帰りたくな～い！」と言う程楽しかった様です。私が今回感じた
事は、回数を重ねるごとに楽しさが増し新しい発見があると思いました。
簡単に行ける所ではありませんが、それぞれが又行きたいと言っていま
す。ガイドのミキさんをはじめ、ドライバーさん、メイドさんには大勢で大
変お世話になりました。ありがとうございました。

子供や孫はジンベエザメと遊泳！ 貴重な体験が出来、楽しかった
様です。皆で思い思いに充実した時間を過ごす事ができました♪

お世話になりありがとうございました！ 案内して頂いたレストランの
食事も美味しく、今回は全てに満足できる“ステキ”な時間でした！

初めてのセブ旅行でした。親戚
よりセブ島への誘いがあり、参
加することになりました。金沢か
ら４人は中部国際空港までマイカ
ーで行き、旅行が始まりました。
マクタン・セブ国際空港に到着
するとガイドのシャローンさん
が笑顔で出迎えてくれました。日
本語はベテランでした。移 動 途
中 にフル ー ツスタンドで マン
ゴー、バナナ等を購入、コーラル
ポイントリゾートへ到着するとメ
イドさんの出迎えがあり、荷物を持ってもらい部屋へ移動。そうめん、マン
ゴジュース、コーヒー等を出して頂きました。大変美味しかった。スタッフ
は笑顔も素敵で大変気分が良かった。２日目はアイランドホッピング。パ
ンダノン島でバーベキューを楽しみました。メイドさん、ガイドさんが一緒
に船に乗り込み、到着すると直ぐにメイドさんが料理をしてくれ、とても
美味しい鶏肉、豚肉、エビ等、そしてフルーツもとっても美味しく頂きました。
３日目はロボク川での船上バイキングを楽しみ、眼鏡猿のターシャは（とって
もメンコ）可愛かった。２１４段の階段を登った所がチョコレートヒルの頂
上でした。４日目、マリンスポーツでジェットスキーを楽しみました。また、
さよならパーティーも大変楽しかった。また絶対に来たいと思いました。メ
イドさんの優しさ、ガイドさんの優しさに感謝、感謝。有難うございました。

感動と感謝のセブ旅行

子供や孫と２年ぶりの家族旅行！！ 孫達は「帰りたくな～い！」と言う程。
回数を重ねるごとに楽しさが増し新しい発見があると思いました！

パンダノン島でバーベキュー！ メイドさんが料理をしてくれ、鶏肉、
豚肉、エビ等そして、フルーツ等、とっても美味しく頂きました♪

初めてのセブ旅行 回数を重ねるごとに楽しみを発見！

２度目のセブ島
連日の猛暑が続く中、８月４日
から１２名の家族でセブ旅行に
行って来ました。快適な空の旅で
マクタン・セブ 空 港 に到 着 する
と、前回もお世話になったガイ
ド のミキさん が 笑 顔 で 出 迎え
て下さいました。コーラルポイ
ントリゾートに到着すると、全ス
タッフが迎えて下さり、美味しい
マンゴージュースを頂き、滞在の
楽しみに夢が膨らみました。今回
は “ジンベエザメと泳ぐ ”が目的
で、早速翌日はバディアンゴル

フリゾートに向け出発。長距離ドライブも車窓の風景を楽しむ事が出来ま
した。現地では、沢山のジンベエザメが海岸近くまで来ており、手を伸ば
せば直ぐに触れることが出来る近さでした。触れてはいけない為、近付いて
くるジンベエザメから離れるのに “あせって ” いる場面があちこちで見ら
れ、楽しく満足な時間を過ごす事が出来ました。参加者の半分は子供だっ
たので、今回はのんびりゆったりを計画。プール遊びや全身マッサージと、
日頃の忙しい生活から離れて疲れを癒す事が出来ました。案内して頂い
たレストランの食事も美味しく、今回は全てに満足できる “ステキ ” な時
間でした。ドライバーさん、ガイドのミキさん、スタッフの皆様にはお世
話になりありがとうございました。次回はどこに行こうか？何をしようか？今
から楽しみです。

スタッフは笑顔も素敵で大変気分が良かった！ また絶対に来たい
と思いました。メイドさんの優しさ、ガイドさんの優しさに感謝、感謝！

初めてのセブ旅行は、４０年近
い友達家族と梅雨で小雨のぱら
つく信州から始まりました。到
着早々フィリピン料理、美味しい
地ビールを楽しみ、コーラルポイ
ントリゾートでは、話に聞いてい
た以上に大きく豪華な部屋を用
意して頂きました。翌 朝 からは
素晴らしい快晴で、ギラギラし
た太陽と見渡す限りコバルトブ
ルーの海、山国信州では決して
見られない水平線、ただただ感
動の光景でした。バンカーボー
トからのシュノーケリング、キルトの島カオハガン島でのＢＢＱ。夜は初体
験のカジノで楽しみ、ボホール島を見学！ロボク川のクルーズに足ツボマッ
サージ、ショッピング等々、盛り沢山のスケジュールを目いっぱい楽しみまし
た。今回のセブで楽しみにしていた事は、「フルーツをいっぱい食べる！」特
に大好きなマンゴーを楽しみにしていました。朝食から沢山のフルーツ、
特にマンゴー・マンゴジュースをお腹いっぱい頂き、その美味しさは想像
以上で大満足でした。今回の旅行は、誘って頂いた関さんご家族を始め、
特に１人参加の私を気遣って同行して下さった池上さん、沢山の要望を取
り込んだスケジュールを組んでくれたガイドのリサさん、驚異的ハンドルさ
ばきとEX I L E顔負けのダンサーの顔を持つドライバーさん、元気で明るいメ
イドさん達、お世話になったすべての方々に心から感謝申し上げます。

セブ最後の夜これから始まるバイバイパーティー、まず乾杯で盛り上
がり、何十年ぶりに踊りました。本当に楽しい最高の夜をありがとう！

２度目のセブ島！今回はのんびりゆったり、プール遊びや全身マッサ
ージと、日頃の忙しい生活から離れて疲れを癒す事が出来ました♪

感動と感謝のセブ旅行！ バンカーボートでキルトの島、カオハガ
ン島へ。ギラギラ太陽、コバルトブルーの海、水平線に感激♪

出発日６月９日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　福沢さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　山浦さん

出発日５月１６日（４泊５日）
会員歴３年９ヵ月　辨谷さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年　秋森さん


