
大自然に育まれた至福の時を刻む ワールドビッグフォー究極のリゾート

＜編集後記＞
心に残るひと時をワールドビッグフォー究極のリゾートで！会員の皆様にお知らせ致します。年末年始にかけ
て搭乗予約の発券手続き、また空港内は大変混雑が予想されますので、ご旅行を計画される際、早期手続き
をお勧め致します。また、出発当日は当社からご郵送致しましたeチケット、パスポートが必要となりますので、
お忘れの無いように出発前に再度確認をお願い致します。ご不明な点がございましたら、旅行マニュアル、また
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、12月30日（水）から翌年1月
3日（日）までの間、冬期休暇とさせて頂きます。年始は1月4日（月）より通常営業致します。                                                             
編集担当　齊藤充彦

　　　　　　　　

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：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

（注）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。
①上記料金は平成27年11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。
④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。
⑤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。
⑥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
大自然が織り成す南国セブ島は、人生観も変わる究極の楽園。

新しい発見の数々に思わず笑顔も溢れる常夏の環境は、皆様の日程を選ぶことなく
老若男女を問わずいつでも気軽にお楽しみ頂けます。健康を育む南国の温暖な気候と温厚で
明るいフィリピン人の国民性は、私達を充実した至福のひとときへと誘うことでしょう。また
今年もフィリピン最大なるイベント、クリスマスシーズンを迎えました。全国民で祝う活気溢れる
街並みは、来年の１月中旬頃まで続きます。平素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。毎月たくさんの笑顔に富む素晴らしい会報が発刊できますことは
私共にとりましても大変有り難く、会員皆様の心温まる御厚情の賜と幸甚に存じております。
会員様お一人おひとりに、幸多き新年を迎えられますことを心より祈念致しますと共に

来年も皆様の相変わらぬ御愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
新たなる夢と希望をのせてワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

皆様の益々のお越しを心よりお待ち申し上げます。

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12月号

１２／０１～０３／３１ ￥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）
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連日猛暑の日本から、初めての
セブ旅行に旅立つ事が出来ま
した。私 の 母（ 山 浦さん）の 案
内で、兄弟３家族、子供を含め
１ ２ 名で 参 加させて頂きまし
た。マクタン・セブ空港から宿泊
施設までの車中から見える町並
み、人の多さ、若い人や子供が
多く、活気に溢れる町。日本とは
違う体験が出来そうな期待で胸
がワクワクして来ました。２日目
からも楽しいことがいっぱいで
した。ジンベエザメと泳ぐ貴重
な体験もできました。目の前に何

頭も見える光景、最初はこわかったけど、すごくワクワクして楽しい体験で
した。プールや海で泳ぐこと、コーラルポイントリゾートでの滞在、非日常
を過ごしてリラックス出来ました。子供たちも真っ黒に日焼けして本当に
楽しんでいる姿が見られてよかったです。最終日前夜のパーティーは最高
の思い出になりました。とにかく踊りまくって自分でも驚くぐらい楽しめまし
た。メイドさんのリズム感の良さ、ダンス素晴しかったです。ガイドのミキさ
ん、お世話になりました。ありがとう！いっぱいお話し出来て楽しかったです。ドラ
イバーさん、メイドの皆様ありがとうございました。皆様のお陰で最高の旅
行になりました。必ず近い将来またセブ旅行に行きたいと思います。楽し
い旅行をありがとう。大満足でした！

パーティーは最高の思い出！とにかく踊りまくって自分でも驚くぐら
い楽しめました。メイドさんのリズム感の良さ、ダンス素晴しかった♪

青い空、青い海。そして日本とは違う常夏の風♪「日焼け止め
を塗らなかった事」だけ失敗でしたが、また来たくなる島です！

５月１４日金沢の娘宅に２泊
し、ご両親と４人で中部国際空
港から飛び立ちました。マクタ
ン空港でガイドのシャローンさ
ん、ドライバーのアーネルさん
との再会を喜び合いました。フ
ルーツスタンドに立ち寄り、マ
ンゴ ーを沢 山 買 い 求 めコーラ
ルポイントリゾートへ直行。優
しいメイドさん達に迎えられ、
宿泊するスペシャルビラへ。メ
イドさんが薬味を添えたそうめん
を作って下さり、マンゴジュース、
生マンゴーを 存 分 に 頂 きまし
た。２日目はパンダノン島へ。
白い砂浜では若者達が服やサ
ンダルを脱いではつなげていくリレーみたいな遊びをしていました。金
沢のお父さんは真っ先に泳いで行って、岩場に登り手を振っています。さ
すが日本海育ち。メイドさん達がバーベキューの用意をして下さっている
間、４人で海に入って楽しみました。２泊目からはコーラルポイントリゾー
トA棟４階でお世話になりました。３日目はボホール島へ。ランチクルーズ
途中下船して、島の原住民のショーを楽しみ、首にヘビを巻きつけたお兄
さんや女の子を見て「ゾ～ッ」としました！パッチリ目を開けたターシャを
真近で見る事が出来ラッキーでした。４日目は水上バイクに２度目の挑
戦！「キャーキャー」言いながら乗せてもらい、スリルを味わい最高な気
分！マッサージ、ショッピング、シュノーケリング、またおいしいフィリピン
料理、中華・韓国料理、イタリアンと食べ歩き太っちゃいました。日常の忙
しさから解放され、また元気を頂きました。ガイドさん、ドライバーさん、
メイドさん大変お世話になりありがとうございました。

夢のようなセブの旅

非日常を過ごしてリラックス出来ました！ 必ず近い将来また
セブ旅行に行きたいと思います。楽しい旅行をありがとう！

ボホール島ではランチクルーズ、島の原住民のショーを堪能。首に
ヘビを巻きつけたお兄さんや女の子を見て「ゾ～ッ」としました！（笑）

お世話になり、ありがとう！！ 大満足のセブ旅行

また来たくなる島
青い空、青い海。そして日本とは
違う常夏の風♪  それは私が期
待していた島そのものでした。
先ず、私がセブ島に着いて最初
に感じたのは、「あつい！」です。
日本よりも日差しが強く、カラッ
としていて、すぐにでも海に入り
たくなるような気候でした。町
の雰囲気も日本とは大分遠く、
鶏が野放しにされて飼われてい
たり、夜遅くまで小さい 子 供 達
が外で遊んでいたり、とても衝
撃的でした。その景色をみてから
のコーラルポイントリゾートは、

思わず口があんぐり。３人だけで一つのフロアー丸ごと全部使えると聞い
た時には、冗談だと思いました。そして、この旅で一番印象強かったのは、
ジンベエザメと泳いだ事です。とにかく大きくて、食べられてしまうかと思
いました。でも海面から顔を出している姿はとても可愛らしかったです。こ
の楽しい旅行でしたが、私は一つだけ後悔があります。それは日焼け止め
を塗らなかった事です。「せっかくバカンスにきたのだから！」と調子に乗
って塗らなかったばっかりに、私の腕は無惨にも皮がベロベロになってし
まいました。次は気を付けたいです。夏のセブもとても良かったのですが、雨
季だったらしいので、次は春辺りを狙って、またおばあちゃんに連れて来ても
らいたいと思っています。そして、メイドさん方、ドライバーさん、ガイドの
ミキさん！楽しいセブの旅行を支えてくれてありがとうございました。

お世話になり、ありがとう！！ 美味しい料理も堪能し
日常の忙しさから解放され、また元気を頂きました！

初めてフィリピンセブ島へ家族

と母の友人と旅行をしました。

私 が 何より嬉しかった 事 で す

が、成人を過ぎてから両親との

旅行なんて出来るとは思ってい

ませんでしたので、短い時間で

したが楽しく両親との思い出が

出来ました。天気にも恵まれ 、

滞在中は終始晴れていてガイドさん達にも大変お世話になりました。最終

日に行った大型ショッピングモールでは生活用品から毎朝出てきたフィリ

ピンのパンを買ったり、生まれて初めてマンゴーを食べたのですが、これ

が非常にうまい。海もきれいで本当に日本での生活や時間を忘れてしま

うくらい感動の連続でした。私の夢が叶うなら、この素晴らしいセブにも

う一度両親が元気なうちに行きたいと思いました。本当に皆さんに感謝で

す。

天気にも恵まれ、滞在中は終始晴れ、海もきれいで本当に感動！
何より嬉しかった事は成人を過ぎてから両親との旅行が出来た事です！ 

この旅で一番印象強かったのは、ジンベエザメと泳いだ事
です。とにかく大きくて、食べられてしまうかと思いました！！

夢のようなセブの旅でした！ 楽しく両親との思い出も出来、
日本での生活や時間を忘れてしまうくらい感動の連続でした！

出発日６月９日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　関さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　小山さん

出発日５月１６日（４泊５日）
会員歴７年７ヵ月　三室さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　山浦さん
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セブは、「海良し、部屋良し、料
理良し」私も十分に満喫してい
ました。あんなことが起きるま
では…。旅行の日程が半ばを迎
え、ボホール島を回り、ビーチで
ひと泳ぎし帰る予定でした。サ
ラサラと白い砂浜の浅い海を沖
の方へも行ってみると足に激痛
が！「うっ」足を地面に着ける事
ができません。浜辺に戻り確認
すると、左足の親指には黒い斑
点ができています。ガイドのリ
サさんに見せると、どうやらウ
ニを踏んでしまったらしい。黒

いのはウニの棘だったのか、それが刺さっていたのだから痛い。薬はある
のかな？と聞いてみると治療法はただ一つ。それは耳を疑う衝撃的な内容
でした。「自分のおしっこをかける」そのやり取りを聞いていた現地の人も
「おしっこ、おしっこ」と頷いている。「ほっ、本当なのか？」しかし困った事に
既に済ませてしまってもう出そうにない。途方に暮れていると「私で良け
れば出るよ」という神の声が…。妻の声でした。「ずきずき」する激痛の足
を見ると藁をも掴む気持ちで試してみる。すると治療をした安心感か、棘
が溶ける効果があったのか、気分的にも楽になり痛みも和らいだ。そん
な痛みも数日すると不思議と気にならなくなって、セブ島を楽しむ事が
出来た。それよりも今回の旅行前に新たな家族となった妻の献身的な行
動に、落ち込んでいた心が勇気付けられ、ウニの棘のお陰でこの上ない
夫婦の絆を深める旅行となりました。

新たな家族となった妻の献身的な行動に感謝！ ウニの棘
のお陰でこの上ない夫婦の絆を深める旅行となりました

住んでいる所は貧しくとも、貧しさを感じさせない子ども
達、エネルギッシュで明るく、天真爛漫そのものでした

３世代１２人でのセブ旅行へ
行きました。日々、子供達とゆっ
くり過ごす時間もなく、毎日が
慌しい中、今回のセブでの６日
間は本当に楽しい時間となりま
した。前半は遠くまで大勢で移
動し、ジンベエザメを見に行き
ました。あんな大きなサメと近
い距離で触れ合え、日本では考
えられない感動的で貴重な体験
をする事が出来ました。長い移
動も車内で子供達と色んな話し
をしたり、ゲームをしたり、きれ
いな海や見たことのないマンゴ
ーの木が見れたり楽しい時間で
した。３日目からはコーラルポイ
ントリゾートのプールで泳いだり、買い物へ行ったり、マッサージをしたり
…。やりたい事や欲しい物をガイドさんへ伝えると直ぐにスケジュールを
考えてくれ、セブでの時間を有意義なものにしてくれました。ガイドさんは
子供達にもやさしく接して頂き、帰ってきた今でも会いたいと話をしてい
ます。あっと言う間の６日間でしたが、きれいな海や開放的な環境の中で
家族と密着した時間をゆっくりと過ごせ、初めての経験もたくさんする事
が出来ました。最終日前夜のパーティーは、子供も大人もメイドさんも、ド
ライバーさんもみんなで踊り、帰りたくなくなるような楽しい夜でした。子
供達も色んな経験ができ、夏休みの良い思い出が出来たと思います。本当
に楽しく幸せな６日間を家族のみんなで過ごす事ができ、みなさんに感謝
です。ありがとうございました。ぜひ、またみんなでセブへ行きたいと思う
今日この頃です。

楽しかったセブ旅行

マリンスポーツや島巡り、セスナの遊覧飛行も体験♪セブは、
「海良し、部屋良し、料理良し」私も十分に満喫していました！ 

３世代１２人でのセブ旅行へ行きました！ 子供達も色んな
経験ができ、夏休みの良い思い出が出来たと思います

楽しかった６日間 美しいものには○○がある！？

おばさん７人、Cebuへ行く！ その１
楽しいセブ旅行をお世話いただ
き、ありがとうございました。日本
に戻り、夢の様な時間を思い返しな
がらペンを走らせています。その中
でも特に印象的だったことは、セブ
島の子ども達の元気で明るい笑顔
でした。目を輝かせ、私達の雪国で
は住めないバラック小屋で、あるが
ままに生きる逞しい子ども達…心
に残ったセブ６日間の思い出を俳
句で綴らせて頂きました。
【指折りて ワクワクはずむ セブの
旅】セブ出発前、ワクワクする毎日
に目を輝かせるセブの子ども達
の様に、私達もまた期待に心躍らせ

ていました。６月１０日（水）…おばさん６人が団長宅へ集合。おおよその計画・
注意事項・持ち物の確認等の話し合いをにぎやかに実施。７人のおばさん、ニコ
ニコ！こうした時間が実は一番楽しい！
【非日常 スパ三昧の セブの夜】 セブに到着したらその夜から、贅沢なマッサー
ジが始まりました。クーラーの効いた自分の素敵な部屋で、自分のベッド上で、
気持ちの良いマッサージをお願いすること、毎晩！でした。それはそれは夢の様
な毎晩でした。 
【群れ遊ぶ（この子等に）幸多かれと 窓越しに】 車に乗せていただく道々には、元
気に遊んでいる子ども達の姿が、とても印象的でした。日本では考えられない程
の子ども達の多さです。住んでいる所は貧しさを感じましたが、その「貧しさ」を
子ども達からは感じませんでした。子ども達はエネルギッシュで明るく、天真爛漫
そのものでした。いつまでもあの子ども達の笑顔が見れる社会が必要なのだと
強く感じた旅でした。

あっと言う間の６日間でしたが、きれいな海や開放的な
環境の中で家族と密着した時間をゆっくりと過ごせました！

６ 泊 ７ 日 で 二 度 目 の セ ブ 旅
行。娘夫婦と３人です。「又来よ
うね」と云っていたものの、長い
休みがとれず、なかなかチャン
スが無く、今回やっと来る事が
できました。飛行機が遅れ 、到
着が予定より１時間以上掛かっ
てしまい、待たせてしまったガイ
ドさん達には申し訳なかったで
す。深夜にも関わらず、メイドさ
ん達が笑顔で迎えてくれて、早々
マンゴジュースを頂きました。
天気が良いうちにとカモテスリ
ゾートへも行って来ました。ここも二度目ですが、前回は洞窟を見なかっ
たので、それが目的で船で３時間かけてカモテス島へ渡りました。途中イ
ルカを見ることが出来たらと心待ちにしていましたが、それは叶いませんで
した。でも洞窟は思っていたより神秘的で感動しました。時間があれば水
の中へ入りたかったです。フィリピン料理もとても美味しく頂きましたが、
長野の山ばかりの私達には、セブの透き通った海は何より素晴らしく、心が
癒されます。若い人達もデパートに行き、心行くまで買い物を楽しんでいた
ようです。気が付けば「あっという間の７日間」ゆっくり海にも入る時間も
なく、夜にプールで楽しみました。そして、「今度はいつ来られるのかな」
と思いながら、セブを後にしました。お世話して下さった現地スタッフの
皆様、楽しい思い出をありがとうございました。

気が付けば「あっという間の７日間」ゆっくり海に
も入る時間もなく、夜にプールで楽しみました♪

おばさん７人、Cebuへ行く！ セブに到着したらその夜から、
毎晩贅沢なマッサージ！それはそれは夢の様な毎晩でした♪

６泊７日で二度目のセブ旅行！ 外食や観光はもちろん、若い人
達もデパートに行き、心行くまで買い物を楽しんでいたようです！

出発日９月２７日（６泊７日）
会員歴１０年４ヵ月　曽我さん

出発日５月２３日（７泊８日）
会員歴３年１１ヵ月　中澤さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　斉藤さん

出発日６月２５日（５泊６日）
会員歴５年９ヵ月　徳竹さん
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約５年位、仕事の関係であまり

旅をする機会はありませんでし

た。初めてのセブ島、南国の風景

を夢に見ながら、妻の兄弟夫婦

と義母７人で行って来ました。２

泊目までは、台風の影響もあり、海

も波が高めで、マリンスポーツは

出来ませんでしたが、セブ島や

マクタン島の名所やデパート、

スーパーマーケットへ行きました。市場でのショッピングも満喫しました。

３日目、海の波はまだ高め、でもバナナボートはＯＫ！皆で乗ればスリル

満点で楽しかったです。４日目、天気も良くなり、マリンブルーの海を見る

事が出来ました。熱帯魚を見る為に近くの島に船で行きました。海の中

には満天の星を見るように “キラキラ”の熱帯魚がいっぱい泳いでいまし

た。これぞ南国、南国♪食事もフルーツも美味しかったです。高齢の義母

が体調を悪くしてコーラルポイントリゾートの皆さんには大変お世話

になりました。厚く御礼申し上げます。

近くの島に船で行きました！ 海の中には満天の星を見るよう
に“キラキラ”の熱帯魚達がいっぱい♪これぞ南国、南国♪

ヨガ教室では、夫婦お互いに触れ合ったり、プールから2人で沈む
夕日を眺めたり、日本に居たら考えられないゆとりの時間が持てました！

６月の楽しかった “セブ旅 ”の思
い出を友人と俳句にしてみまし
た。セブ島は、子どもが大変多
く、可愛い制服で元気に登校す
る姿や、教会（時間があればゆ
っくり入ってみ た い）が いくつ
もありました。そして極めつけ
は刑務所見学！ただ見とれてい
たダンシングでしたが、なぜか
「明るさ」がありました。日本で
は ありえな い 貴 重 な 経 験でし
た。
【スコールに 動じぬ子ども たくまし
き】     おばさん７人セブ行きは、
雨 期 の 時 期 でし た 。まさ に ス
コ ー ル！もの すご い 雨（豪 雨）
の中でも子ども達はサッカーを
やり、溝に入って遊び、濡れることを嫌がる様子はまったく見えませんで
した。
【制服の  女生徒たちに  心和む】 バディアンからの帰り道では、いくつもの
学校の側を通りました。どの制服も素敵で、平和に学校へ通える事の幸
せを思いました。
【学校と 教会見つけ  シャッター押す】 「人口の８０％はカトリック」とガ
イドのリサさんに教えていただきました。教会で御ミサをしているところ
も窓越しに見る事が出来ました。教会のお祝い日だったのでしょうか？窓
越しにしか想像できないことへのもどかしさを覚えました。この目で本物
が見たい！
【七人の  おばさん語る 人生を】 一緒のC e b u旅をした仲間は、わたしの素
晴らしき先輩。いろいろな話をし、これからの参考になる内容ばかりでし
た。今後ともよろしくお願い申し上げます。そして、ワールドビッグフォーの
皆様には大変お世話になりましてありがとうございました。ぜひ “もう一
度”と願っています。

楽しかった初めてのセブ旅行

私にとっては約５年振りの旅、南国の風景を夢に見ながら、妻
の兄弟夫婦と義母７人で出発！初めてのセブ島を満喫しました！ 

総勢7人、素晴らしい先輩とのセブの旅でした ！次回は、セブの学校
や教会もこの目で本物が見たい！ ぜひ“もう一度”と願っています

おばさん７人、Cebuへ行く！ その２ セブの思い出

感謝のセブ島旅行
9 5歳の方も行かれたという、障
害者やお年寄りにとても優しい
ところだからと、朝田統括さんの
お言葉に 9 0歳の母を連れて、3
夫婦で参加しました。今回何が
いけなかったか到着の翌日に母
が体調を崩し入院。その翌日に
は仲間がダウンとトラブル続出
でした が、母の付き添いはメイ
ドさんが担当、朝晩の病院への
面会の後の空き時間はのんびり
プールで遊んだりできました。付
き合って下さった通訳さん運転手
さんには心から感謝しています。
また母のために、滞在を1日延長
する手続きに何度も飛行場を往
復して 下 さっ た 通 訳 さ ん 、朝

田さんありがとうございました。日頃、時間に追われる生活をしている者
にとっては、のんびり流れるフィリピン時間は、最初イライラさせられまし
たが、これが最高のゆとり、ゆったり流れる時間に、心身ともに安らぐ事が
できました。ちょうど台風が近づいていて、海が荒れ気味だったので、マ
リンスポーツはバナナボートのみでしたが、ラフティングの様に激しく揺
れて、豪快で楽しかったです。一週間の滞在中、広いコーラルポイントリゾ
ートのお部屋を交換したり、朝田統括さんのヨガ教室で、何十年ぶりかで
夫婦お互いに触れ合ったり、プールから2人で沈む夕日を眺めたり、日本に
居たら考えられないゆとりの時間が持てました。通訳さんとスーパーで現地
の食材を購入して、かわいいメイドさん達に日本のお料理を教えてあげた
り、ツアーでは考えられない、のんびり命の洗濯ができました。そんな時間
の過ごし方に慣れるのには、少し日数を要したので、次回という機会が
与えられたら、是非 1 0日くらい滞在したいと思った日々でした。

写真はパフォーマンス後の刑務所内！囚人の方達との記念撮影！
黄色のシャツが私です。緑のシャツの方がダンスの先生だそうです

友人の紹介により入会して半年
が経ち、心待ちにしていたセブ
旅行が実現しました。台風が近
づいていて、雨は降らなかった
ものの海が荒れていたので、マ
リンスポーツを楽しむことは出来
ませんでしたが、日々とても忙し
く、少し疲れ気味だったので、ゆ
っくりとした、癒される5日間を
過ごす事が出来ました。ショッ
ピングや市内観光を楽しみ、贅
沢にも2日もオイルマッサージ
をして頂き、心身共にリフレッシ
ュ。至福の時を味わいました。初めて見るオカマバーも楽しめました。帰国
前日の昼食時には、誕生日の宿岩さんのためにメイドさんが作ってくれた
お料理やガイドのリサさんが用意してくれたバースデーケーキでお祝いし
ました。夜は高級ホテルで豪華ディナーをご馳走になり、さらにレストランの
スタッフからサプライズで誕生日の歌のプレゼントがあり感激しました。ワ
インで乾杯し、ステキな美味しいケーキを頂きました。リサさんの心配り
に感謝です。今回の旅行は友人以外に初めて会う２人の方とも寝食を共
にし、夜はいつまでも語らい、歌を歌い、とても楽しい時を過ごしました。
又再会したいと思っています。ガイドさん、運転手さん、メイドさん、楽し
い旅を本当にありがとうございました。次回は絶対に晴天でありますよう
に願いつつ…。

心待ちにしていたセブ旅行！ 贅沢なオイルマッサージや初めて見る
オカマショーも楽しめました。癒される5日間を過ごす事が出来ました！

母が体調を崩し入院、仲間もダウンとトラブル続出でしたが、付き
合って下さった通訳さん運転手さんには心から感謝しています！

高級ホテルで豪華ディナー！ ワインで乾杯し、ステキな美味しい
ケーキを頂き、サプライズで誕生日の歌のプレゼントがあり感激！！ 

出発日７月１日（４泊５日）
会員歴１年　岡野さん

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年６ヵ月　夏目さん

出発日６月２５日（５泊６日）
会員歴１年１ヵ月　藤田さん

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年６ヵ月　村田さん
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初の海外、初のセブ島でした。
どんなことがあるのかなと、不安
や楽しみな気持ちでいっぱいで
した。１日目の夜はフィリピン料
理を食べました。とてもジュース
が美味しくてびっくりしました。
２日目はパラセーリング、シーウ
ォーカー、バナナボートやシーカ
ヤックと海でしか出来ない事を
たくさんやらせて頂きました。シ
ーウォーカーでは４ｍ下の海の
中で魚を見たりとても楽しかっ
たです。パラセーリングはけっ
こうな高さまで行きびっくりし

ましたが、キレイな景色が見れて気持ち良かったです。とても楽しい一日を過
ごせました。３日目は島へ行きました。とても海がキレイで日本では見られ
ない魚がたくさんいました。海の透明度はすごかったです。４日目はとて
も大きなお店まで行きました。日本とはまったく違い、いろんな店がなら
んでいました。いろんな品物があり海外という感じがしました。また、コー
ラルポイントリゾートは見晴らしが良く、水平線が見えとてもキレイな海
が広がっていました。２日目に見た日の出がとてもキレイでした。海では
ヤドカリやヒトデなどいろんな生物が見れました。朝食がおいしかったで
す。フルーツがとてもおいしかったです。プールではほとんど毎日遊びま
した。とてもたのしく、ゆっくりと過ごせました。最後の夜はメイドさんや
みなさんと、とても楽しく食事ができました。夜のプールも気持ちよかった
です。とても楽しい５日間になりました。いい思い出ができました。

初のセブ島！パラセーリング、シーウォーカー、バナナボートや
シーカヤックと海でしか出来ない事をたくさん挑戦しました！

どの料理も美味しく頂きましたが、美味しい食後のデザート
は「ハロハロ」大満足でした！また来年もセブに行きたい！

台風が3本、南の海に発生している
中、７月7日に日本を発ちました
が、無事セブ島に到着し、ワールド
ビッグフォーが所有する施設が
あるコーラルポイントリゾート
へ。今回の旅は、私の姉達2人と
夫婦、そして9 0歳の母親に加え
て、朝田さんの計8人の旅です。
天候は、快晴とはいきませんでし
たが、まあまあの状態で、翌日か
らの遊びに期待をし、1日目は
就寝致しました。しかし、母が翌
朝に体調を悪くし、急遽入院す
ることとなりました が、朝 田さ
んやガイドのリサさんの親切な対応により、無事退院し、日本に帰国で
きました。御二人には感謝の言葉もありません。改めて御礼申し上げま
す。さて、このようなアクシデントに遭いました私達ですが、朝晩と病院に
見舞いながらも、交替でセブの旅を少し楽しみました。ニューハーフショ
ー、バナナボート、シュノーケリング等々、でもセブの一番の魅力はゆったり
とした時の流れと、優雅なワールドビッグフォーの施設を味わうことだと思
います。今回はやり残した宿題の多い旅となりましたが、是非、再訪した
いと思います。そして、フレンドリーなメイドの皆さん、運転手のフランシ
ス達とも再会したいと思います。末筆となりましたが、母の治療に尽力い
ただいた医師や、看護師、院内ヘルプデスクの日本人対応、そして御社の
スタッフの皆様、本当にありがとうございました。人の温かみを、とても感
じる旅でした。

セブ大満喫　

海の透明度はすごかったです！ シーウォーカーでは４ｍ下の
海の中で日本では見られない魚を見たりとても楽しかった♪

今回、母の治療に尽力いただいた多くの皆様、本当にあ
りがとうございました。人の温かみを、とても感じる旅でした！

初めてのセブ！久しぶりの海外 夏の思い出、セブ島

初めてのセブ旅行
初めてのセブ旅行でした。4泊 5
日のセブの旅はとても楽しく過
ごせました。スタッフの皆さん
にも親切に対応していただきと
ても感謝しております。コーラル
ポイントリゾートは大富豪の別
荘だと聞いて期待していました
が期待通りの素晴らしい施設で
した。私を含めて家族 3 人での
旅でしたが家族全員大満足でし
た。メイドさんが毎朝作ってくだ

さるマンゴジュース、バナナジュースなどフレッシュジュースがとても美味し
く、毎朝朝食を楽しみに目覚め、美味しくいただきました。滞在期間中は、
台風の影響もあり天候は良いとは言えませんでしたが、ガイドさんに地元
の観光スポットや美味しいレストランに案内していただきました。どの場
所もとても満足できる場所でした。特に紹介して頂いたフィリピン料理の
レストランは私好みのものが多くどの料理も美味しく頂きました。美味し
い食後のデザートは「ハロハロ」。大満足でした！また来年もセブに行き
たいと考えております。このような旅行ができるのも、ワールドビッグフォ
ーに出会えたおかげです。感謝でいっぱいです。ありがとうございます。

セブの一番の魅力はゆったりとした時の流れと、優雅なワールド
ビッグフォーの施設を味わうこと。スタッフの皆さんとも再会したい♪

７月末、夏休みにあわせ訪れたセ
ブ、夜７時に着いた為か意外と暑く
ない。マクタン島、コーラルポイ
ントリゾートに吹く風が心地良
い。翌日は、朝から晴天。絶好の
マリンスポーツ日和、日差しも
暑いが、セブを楽しむ子ども達
はもっと熱く、初めてのパラセ
ーリングで鳥のように大空を飛
び、シーウォーカーで熱帯魚と
遊びながら海中遊泳、私も含め
大満足な２日目であった。３日目は、コーラルポイントリゾートから直接
ボートに乗り込み、途中ダイビングポイントで熱帯の海中を楽しんだ後、
どこまでも透明な海に浮かぶ小船で海中散策、バーベキューで海の幸を
食べ、セブの大自然を満喫した。あっと言う間の５日間でしたが、滞在
中、親切にお世話して頂いたコーラルポイントリゾートの従業員とメイド
さん、短い間でしたが、明るく、優しく接して頂きありがとうござ いまし
た。さよならパーティーのダンスは最高でした。また、日本出発から帰国
までの間、楽しい旅をコーディネートして頂いた朝田さん、このセブの地に
私達子供と孫をつれて来てくれた両親に深く感謝しました。

初めてのパラセーリングで鳥のように大空を飛び、シーウォーカー
で熱帯魚と遊びながら海中遊泳、セブの大自然を満喫した！

滞在期間中は、いつもガイドさんに地元の観光スポットや美
味しいレストランに案内して頂きとても楽しく過ごせました♪

夏休みにあわせ訪れたセブ！ 絶好のマリンスポーツ日和、日差
しも暑いが、セブを楽しむ子ども達はもっと熱く大興奮でした！

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　中村さん

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　中村さん

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年６ヵ月　椴山さん

出発日８月５日（４泊５日）
会員歴５年９ヵ月　高梨さん
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２０１２年５月に初めてセブ

に行きました。お友達が誘って

くれたのです。その時に友人が

「今度は、孫を連れてきたいな」

って言っていました。私も次に

来る時は、「絶対孫を連れて来

よう！」と思っていたのですが、

今年の８月に夢が叶って娘夫婦

と孫２人を連れて セ ブ に 行く

事が出来ました。コーラルポイントリゾートではプールで泳いだり、セブ

市内に出て買い物を楽しんだり、それと今回はワニ動物園に行って来まし

た。２メートルもある大きなワニのエサの時間に立ち会う事が出来まし

た。体半分も起き上がって、もの凄い速さでエサを食べる姿に、孫達も興

奮して日本の動物園とは違う面白さがありました。園庭では陸ガメがのノ

ソノソ歩いていて、「乗ってみれば？」なんて言われて、セブってのんびり

なんだなって思いました。今回は４泊だったけれど、次に来るときは１

０泊ぐらいで来たいなって思いました。

コーラルポイントリゾートではプールで泳いだり、セブ市内に出て
買い物を楽しんだり、それと今回はワニ動物園に行って来ました！

休息のセブ島を堪能！ 今回も仕事で訪れたセブでしたが、
次に行く時は「完全バカンスで来る！」と決意しました！

娘夫婦と０歳と１歳の孫、そし
て妻と私の６人でセブ島へ行っ
て来ました。コーラルポイントリ
ゾートの豪華な部屋での生活、
パンダノン島でのバーベキュー
と海水浴、ボホール島での船上
バイキング、チョコレートヒルズ
の展望等、そして最終日前夜の
夕食会では２歳になる孫のバー
スデーを祝って頂いたりと沢山
の思い出をありがとうございま
した。特に印象に残っていること
はパンダノン島で島の少女達に
英語で声をかけられたこと。４
人連れの少女達は「おじさんは何処から来たの？」「名前は何ていうの？」
「私の名前は○○」「私は○○」・・・とそれぞれニコニコしながら自己紹介
をしてくれ「これから何処へ行くの？」「日本は知らないけどまた来てね」と
明るく笑顔を絶やさず語りかけてくれた少女達。決して生活は楽ではない
と思いますが、少女達の明るさが大変強く印象に残りました。また、運転技
術の確かさ。我々を乗せてくれた車のドライバーさんを含め、街を走って
いるもろもろの車のドライバーさん達、５日間事故一つ遭遇することなく
狭い道路を自由奔放に走っている運転技術に驚かされました。今回お世
話になったワールドビッグフォーのスタッフの皆さん、又、お別れの時マク
タン空港で我々がゲートに入ってからも見えなくなるまで手を振ってくれ
ていたガイドのシャローンさん、本当にありがとうございました。これから
もこの様な機会を期待して、ペンを置きます。

思い出のセブ旅行

「絶対孫を連れて来よう！」その夢が叶って、娘夫婦と
孫２人を連れてセブへ！のんびりセブを満喫できました! 

今回お世話になったワールドビッグフォーのスタッフの皆さ
ん、ガイドのシャローンさん、本当にありがとうございました！

美しい島・明るい笑顔の子供たち・セブ！ 楽しかったセブ　

休息のセブ島
以前より、セブには仕事で行っ
ております。縁あってワールドビ
ッグフォーに入 会しました。い
つもはウォーターフロントセブシ
ティーホテルに泊まっています
が、せっかく入会したのでコー
ラルポイントリゾートに 宿 泊 す
ることに 決 めました 。今回も仕
事でセブに行きましたので、アク
ティビティーは少ししか出来ま
せんでしたが、念願だったパラ
セーリングが出来、いつも訪れ
るセブやマクタン島を改めて空
からみると感慨深いものがあり
ました。空の散歩をしている気

分で、とても気持ちがよかったです。初めてコーラルポイントリゾートに泊
まり、戸惑ったのが部屋の広さです。仕事で行ったので一人でした。4つも
部屋があるフロアーを利用するには一人では広すぎました。メイドさんを
どのように使えばいいか最初は戸惑いましたが、時間が経つにしたがって
色々と頼めるようになりました。メイドさんがいると便利です。バルコニー
に出ていたら海風がとても気持ち良く感じる事が出来ました。バルコニー
で横になり本を読んでいる時はとてもリラックス出来ました。タクシーで
行動していると、タクシードライバーが高く請求しないか？メーターの数
を増やしたいので遠回りをしないかと気を張っていないといけませんが、
ワールドビッグフォーではドライバーさんやガイドさんが付くので毎日安
心して車に乗り、目的地に行く事が出来ます。ガイドさん、ドライバーさ
ん、メイドさんに感謝し、次に行く時は「完全バカンスで来る！」と決意しま
した。

パンダノン島でのバーベキューと海水浴、ボホール島での船上バ
イキング、チョコレートヒルズの展望等、沢山の思い出をありがとう！

今回の旅行は、２歳を迎える長
男の誕生日の記念にと計画。9
ヵ月の年子も連れ、行きのスー
ツケース は 紙 オムツで いっぱ
い。それがドライマンゴーとTシ
ャツ等のお土産でいっぱいにな
って帰って来ました。朝は部屋
の前に広がる海と朝日を眺め、
庭内の散策、そしてマンゴーと
マンゴージュースの朝食、夜は
波の音が子守唄となり、一日の
余韻に浸りながら眠りに ･ ･ ･ 。
セブ 市 内 に 行く途 中 の 路 地で
は、犬や鶏が放し飼いでのどか
に、どの家も軒先から洗濯物が
吊るされていて、色とりどりの万国旗みたいに並んでいます。街の交通手
段でよく目にしたジプニーは、ギューギュー詰めの車内に更に乗り込んで
いったり、車の間を物売りの少年が、ドライバーにアピールしてきたりと度
肝を抜かれる場面にしばしば遭遇。緩くて呑気な感じ、それもセブの魅力
の一つであり、そんな雰囲気が私は好きです。人々の生活はバラエティー
豊かな風景と渾然一体となり、私たちを楽しませてくれました。２歳を迎え
る息子の思い出は、帰国前夜の夕食時の出来事。レストランの方がケーキ
を運んできてバースデーソングを合唱してくれた事や、可愛らしい女の子
との出会いでした。帰国してからも女の子の写真を見せてとせがみ、ハグし
ている動画を見ては、つかまり立ちの弟を女の子に真似てハグしてみたり
と、素敵な思い出が出来ました。ぜひ、また親子で楽しく遊んだ美しいセブ
の海へ連れていってあげたいと思います。お世話になった皆様ありがとう
ございました。

可愛らしい女の子と出会い、お別れのハグ♪また親子で楽し
く遊んだ美しいセブの海へ連れていってあげたいと思います

初めてコーラルポイントリゾートに宿泊し感動！ バルコニー
で横になり本を読んでいる時はとてもリラックス出来ました♪

今回の旅行は、２歳を迎える長男の誕生日の記念にと計画！
9ヵ月の年子も連れ、親子で楽しく素敵な思い出が出来ました！

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴５年１ヵ月　谷口さん

出発日８月２０日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　今泉さん

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴５年１ヵ月　市川さん

出発日８月３１日（２泊３日）
会員歴３年１１ヵ月　柏木さん


