
緑の海に浮かぶ安らぎの島 カモテスリゾート
夕日の名勝地 バディアンゴルフリゾート

世界の大富豪の別荘
                                           コーラルポイントリゾート

＜編集後記＞
心も体も癒されるワールドビッグフォーリゾートへ！余寒なお厳しいこの頃、１年中温暖で過ごし易い気候で知られ
るセブ島は今がベストシーズン！雨量も少なく毎日が快晴に恵まれる１月中旬から５月中旬は、最高のシーズンと言え
ます！もちろん雨の多い季節も一日のうちどこかでスコールが降る程度ですので、やはりセブ島は１年中バカンス
を満喫出来る南国の楽園です。是非皆様も記憶に残る素敵な時間をワールドビッグフォー究極のリゾートでお過ごし
下さい。ご旅行を計画される際は出発日より約４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

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！

（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28年1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

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28年2月号

０２／０１～０３／３１ ￥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）

ナメカタ エイジ

ごあいさつ

笑顔に満たされた至福のひととき、南国セブ島は常夏の楽園。

平均気温２７度程、湿度も低くマイナスイオンの海風は私達の体感温度を更に

心地良い快適な気候へと導きます。また日本から４時間程で渡航できる気軽さは海外旅行が

初めての方には勿論、老若男女を問わず思う存分にお楽しみ頂けます。日本では味わう事のでき

ない豊富なアトラクションの数々に元気が溢れ、アットホームに過ごすリゾートライフは私達の

幸福なる長寿への活力となる事でしょう。是非皆様も生きる喜び、そして掛け替えのない健康

づくりをワールドビッグフォー究極のリゾートで！心身共に豊かになれる大自然の恩恵は

人生観も変わる程の新たなる醍醐味、ご家族やご友人との優雅な団欒をご満喫下さい。

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
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人生初めてである海外旅行の場
所となったのは、フィリピンにある
セブ島という南国の島でした。
私は、フィリピン行きの飛行機の
中から、もうきれいな海の景色や
たくさんのマンゴーやバナナ、パ
イナップルなどのさまざまなフル
ーツ達を食べる所や、宿泊する事
になっているワールドビッグフォ
ーの別荘の事ばかり考えてはワ
クワクしていました。やっと空港に

たどり着き、伸びをした時、そこはセブ島だという事に気が付きました。その
後、滞在した５日の間でも気付いた事やビックリした事がたくさんありました。
例えば、普通に道路を歩き回ったりしている動物達や、信号がほとんどない
事、多くのトイレでは、トイレットペーパーを流してはいけないなど、今までに
経験したことのない様な事ばかりでした。そんな中でも、うれしかった事は
もっとありました。マリンスポーツをみんなでやったり、海やプールで泳い
だり、ネイルをして貰ったり、セブ島の子達と遊んだり、メイドさんたちとダ
ンスしたり、おいしい食べ物をたくさん食べたり…書ききれない程たくさん
ありました。今回の海外旅行では、セブ島ならではの体験やたくさんの人と
も触れ合うことも出来ました。本当に思い出に残る旅行となりました。

ネイルをして貰ったり、セブ島の子達と遊んだり、メイドさんたちと
ダンスをしたり、今までに経験したことのない様な事ばかりでした！

パンダノン島へ真っ白な砂浜とバーベキューとお酒、
最高の一日でしたネ！ 行きがけイルカ君にも会えた♪♪

今回で３回目のセブ旅行。障害を
持った我が子も大分旅行にも慣れ、
何の心配もなく楽しく過ごす事が
出来ました。マクタン・セブ空港
に着くと、「暑い暑い」と大騒ぎ。
前回もお世話になったガイドさ
んだったので抱きついて挨拶。そ
のままコーラルポイントリゾート
へ。笑顔のステキなメイドさん2
人に迎えられ、娘もすぐに仲良し
になりました。次の日は朝7時前
からプールに入りリラックス。言葉
は通じないのにいつもメイドさ
んと会話し笑顔で過ごしている
娘を見てすごいコミュニケーション能力だと思いました。ベランダに出ては音
楽を流しウォーキングやダンスをし、女子トークに花が咲いていました。毎日お
いしいフレッシュジュースを朝食に頂き、白浜パンダノン島ではＢＢＱにビー
ル。エメラルドグリーンの海と心地良い潮風、海に入っても冷たさを感じない
のが不思議。ボホール島ではクルージングやチョコレートヒルを見学。道中
手で田植えをしていたり、足踏み機械で稲こきをしているのを見て懐かしく
思いました。あと何年かすれば、きっと機械が導入されてくるのだろうと思い
ました。最終日前夜、マルコポーロホテルでの美味しい食事は、フィリピンにい
るとは思えない程豪華でした。まだまだ貧富の差はあるけれど、確実に発展し
ているなと感じました。好天に恵まれ、事故も無く楽しいセブ旅行が出来まし
た。ガイドさん、運転手さん、メイドさんのお陰です。本当にありがとうございま
した。次回は英語をもっと勉強して来たいと思います。

最高のセブ

人生初めての海外旅行では、セブ島ならではの体験やたくさんの
人とも触れ合うことも出来、本当に思い出に残る旅行となりました！

我が子も大分旅行にも慣れ、前回もお世話になったガイドさん
だったので抱きついて挨拶！ 楽しいセブ旅行が出来ました♡

楽しかったセブの思い出 セブ島は宝島！！

孫と娘夫婦と老夫婦
今回は、夫婦＋娘夫婦＋豆ギャング
１人、計５名でセブ旅行に行って
来ました。飛行機の中で豆ギャン
グが泣いたりして、周りの人達に迷
惑をかけるのではないか？と心配
していましたが、父親にべったり張
り付いていましたので、1才１０ヵ
月だけれど、お利口さんと褒めて
やりました。4時間後セブに到着、
さすがフィリピンは暑い！！暑い！！
ガイドのリサさんが出迎えに来てく
れました。ホッと一息。次の日、パン
ダノン島へ真っ白な砂浜とバー

ベキューとお酒、最高の一日でしたネ。行きがけイルカ君にも会えた。３日目
はなんといっても「スキューバダイビング」最高ですね。今回は息子と２人で
海に潜りました。魚だけでなく、岩、サンゴ達のコントラストがいいんですよ
ネ。毎回、ダイバー店を変えています。「最高の店は無いか」、「最高のダイビン
グポイントに連れて行ってくれないか」を期待しながら、欲深く探しています。4
日目もダイビングをしたかったのですが、孫もいますし、娘達もいるので勝手
はやめて、エステ・寺院等観光です。「トップスの夜景」はもう何回も行きます
が、セピア色の夜景から、少しずつ青色が付いてきている気がしました。帰国
前夜、マルコポーロホテルでバイキングの夕食。今回は、日本酒だけでなく
色々なアルコールに挑戦してみましたが、「ノックアウト」でした。至福の5日間で
した。スタッフの皆さん、今回もありがとう！又会う日まで！！

何の心配もなく楽しく過ごす事が出来ました！ マルコポーロホテル
での美味しい食事は、フィリピンにいるとは思えない程豪華でした♪

初めて行くセブ島への旅行。時期が

雨期ということもあり、天気の心配を

していましたが、日中すべて快晴。

父、母、兄の家族、私の家族の計

１３名の夢のような素晴らしい

４泊５日になりました。マリンスポ

ーツではシーウォーカー、パラセ

ーリング、バナナボート、シーカヤ

ックを４人の子供たちと一緒に

なって大はしゃぎ。島巡りではバ

ーベキューとシュノーケリング。美味しい食事でお腹いっぱい！白い砂浜とど

こまでも続くコバルトブルーのキレイな海。水族館にいるような南国の魚達。

いつまでも潜っていたくて時間を忘れる程でした。そんな最高のセブを過ご

す中、何よりも印象に残ったのは、日本では味わったことのない緩やかで贅沢

な時間でした。心のすべてが満たされた感じがしました。私達が楽しめるよう

いろいろ計画をしてくれた朝田さんを始め、陽気なガイドのリサさん、明るく親

切なメイドさん、抜群に運転が上手なドライバーさん、スタッフの皆さんのお

陰で楽しい時間を過ごす事が出来ました。本当に有り難うございました。

シーウォーカー、パラセーリング等、４人の子供たちと一緒
になって大はしゃぎ！ 楽しい時間を過ごす事が出来ました！

今回は、夫婦＋娘夫婦＋豆ギャング１人、計５名でセブ旅行！
至福の5日間でした。スタッフの皆さん、今回もありがとう！

家族総勢１３名の夢のような４泊５日！ 日本では味わったこと
のない緩やかで贅沢な時間に、心のすべてが満たされました！

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　中村さん

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　中村さん

出発日１１月８日（５泊６日）
会員歴１２年２ヵ月　土屋さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　阿部さん
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初めてのセブ島の旅は、親子４世
代（８４才の母、娘、１才２ヵ月の孫）
と友人達で７人グループの賑や
かなものでした。友人の１人は出
発数日前に足首を骨折してしま
い、普通ならキャンセルするところ
ですが、「ワールドビッグフォーの
旅なら大丈夫！」と励まして、車椅
子を準備して頂き出発しました。
結果、どこへ行くのもドライバーさ
んかガイドのミキさんが車イスを
押して下さり、不自由なく過ごせま
した。お天気は毎日晴れましたが、
台風の影響で風が強くてカモテ

ス島には行けず、マリンスポーツも出来ませんでした。それでも、コーラルポイン
トリゾートのプールで遊んだり、リゾート＆スパではマッサージやフェイシャル、
ウォータースライダー、カヤックなども体験出来、観光、ショッピングも十分に楽
しむ事が出来ました。滞在中に友人の誕生日だったので、３日目にはバースデ
ーパーティーを開いて頂きました。生バンドの演奏、メイドさん達のステキなダ
ンスに私達も加わり大変盛り上がりました。村松理事からの差し入れで頂いた
子豚の丸焼きは美味しくて感動でした。オマケの話ですが、お部屋に忘れ物をして
しまいましたが、翌週会社の方が現地から持ち帰って下さり、帰国後一週間で手元
に届きました。海外での忘れ物が戻ってくるなんて感動です！ワールドビッグフ
ォーの方々、現地のメイドさん達、ガイドのミキさん、ドライバーさん、本当
にお世話になりありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

マッサージやフェイシャル、そしてウォータースライダー、カヤック
なども体験！ 観光、ショッピングも十分に楽しむ事が出来ました！

言葉や風習の違い等心配でしたが、ワールドビッグフォーの
通訳のミキさんやメイドさん達の親切な対応で安心でした！

初めてのセブ！今回のセブ旅行は私
の両親が連れてってくれました。父
と母、ダンナと子ども５人での旅で
す。息子はまだ１歳児で始めての
飛行機、初めての海外で直前に少
し体調も崩していた事もあり、心配
な事も不安な事もありましたが、セブ
に着いてからは朝から夜眠るまで
の毎日をずっと楽しく過ごす事が
出来ました。私たちはコーラルポイ
ントリゾートの中にあるスペシャル
ビラに泊まらせて貰ったのですが、
朝起きてカーテンを開けた瞬間の
“カンドー”ったらなかったです！毎
朝「朝日」を見たくて早起きをしました。日本にいる時ではありえません。起きてすぐ
に入れた目の前のプールもステキでした。白い砂浜の島「パンダノン島」。私たち
５人だけの為に出して頂いたバンカーボートであんなにもキレイな海を気持ち
のいい風を切って進んだ事。島についてからのＢＢＱ、キレイな貝やサンゴを拾
った事。海で泳げた事…全てが息子にとって初めての経験でした。覚えてくれてる
といいなぁ。私たち夫婦は息子をジイジ、バアバに見てもらい、バナナボートやパ
ラセーリングを楽しみました。ダンナはジイジとスキューバダイビングも！セブの
キレイな海を満喫しました。日替わりで日本ではありえない価格で色んなマッサー
ジを受けれたのも幸せでした。大切な人達と行けたセブ旅行は最高のものとな
りました。両親に感謝でいっぱいです。お世話になったガイドのリサさん、ドライバ
ーのフランシスさん、メイドさん達にも感謝します。ありがとう。

感謝の旅

親子４世代と友人達での賑やかなセブ旅行は、最後まで
感動の連続！本当にお世話になりありがとうございました！！

朝起きてカーテンを開けた瞬間の“カンドー”ったらな
かったです！毎朝、「朝日」を見たくて早起きをしました！

ありがとう。 親子４世代　初セブの旅

海外旅行体験記
今年の夏、ワールドビッグフォーの
話を聞く機会に恵まれ、父を伴っ
てのセブ渡航に行って良かったと
実感しています。セブ島から日本に
戻り改めて夢の様な５日間だった
と回想しています。８５歳の高齢の
父が海外旅行に行く勇気を頂き、
（海外に行ったのは４０年近く前）
一緒にワールドビッグフォーリゾー
ト施設案内のＤＶＤを見てはセブ
の素晴らしい景色に目を奪われて
いました。秋頃、紹介者の朝倉さん
から「是非今年中にセブへ！」と声
をかけて頂き、父が日を追うごとに
本人自らパスポートの準備をした
り、会報等を眺めながら行く決心を

固めて、４名で初めて海外リゾート・セブ島に挑戦！海なし県で生活しているの
で、コーラルポイントリゾートの目の前のオーシャンビューを眺めながらの滞在
は、夢の様でゆったりとのんびりと寛ぎました。海ならではのパラセーリング、水
中ウォーク、バナナボート等楽しんで感動しました。その上ランチクルーズや夕日
を眺めながらの光景は素晴らしく別世界に浸りました。毎日マッサージ三昧、南
国ムードに充実して忘れられない感動を覚えました。言葉や風習の違い等心配
でしたが、ワールドビッグフォーの通訳のミキさんやメイドさん達の親切な対応
で安心して楽しんでこられました。ありがとうございます。日本が寒さに向かう時
期でしたので、なお南国の島にひかれ今後冬を迎える季節は長期滞在もと考え
ています。来年は家族８人でと心強く思いました。今後の人生に新たな充実感と
生きがいを見いだせました。お世話になりました会社の方々、セブのスタッフの
方々、同行して下さいました伊豆さん、朝倉さん、心より感謝申し上げます。ワー
ルドビッグフォーの益々のご発展をご祈念いたします。

父と母、ダンナと子ども５人での旅！ 朝から夜眠るまでの毎日をずっ
と楽しく過ごす事が出来ました♪現地スタッフの皆さんに感謝！

乳児から８０代半ばまでの４世
代、加えて要車椅子の怪我人を含
め、総勢７人の初セブ旅行、明ら
かに珍道中（笑）が予想される中、
成田を出発しました。部屋の豪華
さと期待以上のマンゴージュース
のフレッシュな美味しさに、到着
早々に感嘆の声を上げました。前
日に去った 台 風 の 影 響で、滞在
中の島めぐりやマリンスポーツは
残念ながらできませんでしたが、現
地ニュースで見るフィリピン本土
の被害とはうらはらにセブは驚く
ほど穏やかでお天気にも恵まれ、
事前に伺っていたセブの安全性を確認した次第です。海に出られなくてもお楽
しみは色々で、コーラルポイントリゾートで過ごした一日は貸し切り状態の広々と
したプールとミネラルたっぷりの海水プールでのんびりとリゾート感を満喫しまし
た。近くの高級ホテルも気に入りエステやプール等のアクティビティーをしに２
回も行ってしまいました。現地では７人に対して５人のメイドさんが付き、その上
に専任のガイドさんと運転手さん、承知していたとは言え、このような贅沢な大名
旅行をさせて頂ける素晴らしさに改めて感動致しました。一緒に行ったメンバー
の誕生日パーティーには、村松理事より豚の丸焼きとケーキの差し入れを頂きま
した。出発前日には休日にも拘わらず色々ご心配頂き、車椅子等の手配もして下
さった齊藤さん、事務手続き等でお手数をお掛けした小田さんにも改めて感謝
申し上げます。お陰様で楽しい旅になり本当にありがとうございました。

お天気にも恵まれ、広々としたプールとミネラルたっぷ
りの海水プールでのんびりとリゾート感を満喫しました

オーシャンビューを眺めながらの滞在は、夢の様でゆったりと
のんびりと寛ぎました。水中ウォークも楽しんで感動しました！

お陰様で楽しい旅になり本当に感謝申し上げます。贅沢な
大名旅行をさせて頂ける素晴らしさに改めて感動致しました！

出発日１０月１９日（５泊６日）
会員歴３年５ヵ月　河原田さん

出発日１０月１９日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　森田さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　小泉さん

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　染谷さん
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私の旅行と言うと、日程が短く朝
から晩までハードスケジュール。
ヘトヘトになる旅ばかりでした。
今回は４泊５日でしたが、私にと
って贅沢でゆっくりと過ごす事が
出来たひと時でした。成田空港に
義姉と私が到着しましたが、娘が
待ち合わせの時間に居ませんでし
た。寝坊をしたようでギリギリで
飛行機に乗る事になりました。「ド
キドキしたぁ～」そんなことがあり
ましたが、女子三人組（義姉と娘、
私）の旅が始まりました。２日目の

マリンスポーツ。シーウォーカー、パラセーリング、バナナボートを体験。シーウ
ォーカーでお姉さんが餌のケースのふたを開けてしまい、餌をばら撒き娘が
かき集めてあたふたしてました（笑）パラセーリングは空の散歩とあって眺め
は最高でした。あれがコーラルポイントリゾートだよね！と景色を楽しみまし
た。他の日にはボホール島でターシャを見たり、ロボク川クルーズでランチ。子
供達が歌やダンスを披露しているのを見て心温まりました。ショッピングモール
で買い物、マッサージを２回と色々な経験でとてもリフレッシュしました。こんな
にリラックス出来たのは今回付き添ってくれたガイドのミキさん、運転が上手
なドライバーのナルドさん、宿泊中にはメイドさん達が笑顔でお世話をして
下さったからですね。本当にありがとうございました。また皆さんに会える日
が来るといいなぁと今も思い出に浸っています。

女子三人組の旅が始まりました！ マリンスポーツでは、シー
ウォーカー、パラセーリング、バナナボートを堪能しました！

朝、ベランダから見る絵葉書の様な窓から見る景色「海の青さ」
「日の出の瞬間」そして心地良い潮風にとても癒されました！

今回、初めてフィリピン・セブ島に一人
で行きました。今回の旅行でお世話
になった人達について書かせて頂き
ます。
・ガイド：シャローンさん
とても賢く、会員の事を一番に考えて
下さるので彼女に任せておけば安心
です。ヘビが嫌いな様で、日本から持
ってきたおもちゃのヘビを床に置い
ておいたら大声を上げて、かなり怖が
っていました。
・ドライバー：ベルナルドさん
セブは信号の数が少なく、交差点で
は車が割り込んできたりして車を運
転する事はとても疲れると思うので
すが、ベルナルドさんは運転が上手いので安心出来ます。また、感じの良い方です。私よ
り１歳年上ですが、２０代に見えます。カラオケで１００点を出していました。身長１７７
ｃｍらしいです。
・メイドマネージャー：アイリーンさん
日本語がとても上手で、日本人の心をよく知っています。困った事が有ったら相談に乗っ
てくれます。ヘビには強いみたいです。
・メイド：リゼルさん
ミスコンテストで何回か賞を貰った経験があるらしいです。バドミントン部だったみたいです。
シャローンさんにおもちゃのヘビを投げて笑っていました。身長１５６ｃｍぐらいです。
・メイド：マルベルさん
ダンスと歌とスポーツが上手です。幾つかの賞を貰ったことがあるらしいです。とても元
気で髪の毛が長いです。彼女もカラオケで１００点出していました。
皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

最高の女子旅

私にとって贅沢でゆっくりと過ごす事が出来ました！ こんなにリ
ラックス出来たのは現地スタッフの皆さんの笑顔のお陰ですね！

初めてのセブ一人旅でしたが、現地スタッフのみなさんの
おもてなしに癒されました。本当にありがとうございました！

セブの人々 夢の楽園、セブ島へ

「セブは癒しの地」
セブ島旅行を半年前から計画し、

１２月４日、埼玉・長野の８名は成

田空港で合流し一路セブ島へ。夜

マクタン・セブ国際空港へ到着。空

港では初めて地元ダンサーによ

る「歓迎のダンス」を見て、とても感

動しました。以前にお世話になった

ガイドさんが迎えに来ていて嬉し

く、コーラルポイントリゾートに着

くまでの道中、島の人々の昔の日

本の様な暮らしを垣間見るたび

に、懐かしさと自分の幸せを感じました。コーラルポイントリゾートに着くとメ

イドさん達が笑顔で迎えてくれて、いつものマンゴージュースで到着の喜

びの乾杯。そして明日からのスケジュールの確認をして就寝。二日目の朝、ベ

ランダから見る絵葉書の様な窓から見る景色「海の青さ」「日の出の瞬間」そし

て心地良い潮風にとても癒され、今までのストレスが一気に解消になる。そして

毎日が島巡り、エステ、ショッピングと目まぐるしく時間が過ぎ、あっという間に

最終夜！「さよならパーティー」では子豚の丸焼きに舌鼓を打ち参加者は大喜

び、すでに来年の予約までした方もあり、ワールドビッグフォーの素晴らしさを

感じつつ、天気にも恵まれたとても充実した４泊５日の旅は終了しました。

日本語が上手なアイリーンさん、陽気なドライバーのベルナルド
さん、そして信頼できるガイドのシャローンさん、皆さんありがとう！

日本が冬を迎える１１月に、はじめて
のセブ島旅行に行く事にしました。
義妹と姪の女子３人旅の始まりです。
セブ島に着くと、ガイドのミキさん
がステキな笑顔で迎えてくれまし
た。コーラルポイントリゾートに着
く前に、本場のフィリピン料理を食
べ、セブ島に来た事を実感しまし
た。セブ島に行ったらぜったいにや
ってみたかった事をガイドさんに話
し、そのどれも３日間の中に取り入
れて貰い、中身の濃いセブ滞在と
なりました。最もやりたかったシ
ーウォーカーは、最高でした。手を前に出すとそこに熱帯魚が沢山近寄って来て、
生きた魚に触れたときは本当に興奮しまくりでした。パラセーリングで高く上っ
たその先に見えた景色にもステキすぎてまたまた興奮でした。ボホール島のター
シャという手のひら位のちっちゃな猿、ロボク川のランチクルーズ中、現地の子
供達のかわいいダンスもみられ、チョコレートヒルの絶景にもまた魅了されま
した。マジェラン記念碑のある公園に連れて行って貰い、かわいい置物（主人へ
のプレゼント）を購入。とにかく、すばらしいセブ旅行を満喫する事ができまし
た。５日間の滞在中、いつも笑顔で接してくれたガイドのミキさんはじめドライバ
ーのナルドさんやメイドさん達に感謝です。夢の様なセブ島旅行をプレゼントし
てくれたワールドビッグフォーの皆さん、本当にありがとうございました。

ロボク川のランチクルーズ中、現地の子供達のかわいいダン
スもみられ、チョコレートヒルの絶景にもまた魅了されました！

あっという間に「さよならパーティー」子豚の丸焼きに舌鼓を打ち
参加者は大喜び！ すでに来年の予約までした方もおります（笑）

シーウォーカーは、最高でした！ 熱帯魚が沢山近寄って
来て、生きた魚に触れたときは本当に興奮しまくりでした！

出発日１１月２０日（４泊５日）
会員歴８年　戸澤さん

出発日１１月２０日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　飯野さん

出発日１１月１８日（４泊５日）
会員歴１０年１０ヵ月　大木さん

出発日１１月２５日（５泊６日）
会員歴１７年６ヵ月　宿岩さん
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初めてのセブ島！空港に降り立つ
と“ＷＥＬＣＯＭＥダンス？”に迎
えられて気持ちは盛り上がり♪ガ
イドのシャローンさんと一緒にコ
ーラルポイントリゾートへ！！一部
屋で大きなベッドに驚き、あまり
の広さに少々落ち着けませんで
したが、リビングでみんなでおし
ゃべりをして就寝。いつもは夜何
回か起きてしまうのに朝までぐっ
すりでした。朝、早めの目覚めでし
たが、西の空に大きな月。朝日か
な？と思わせる様な輝きでした。
２日目はショッピング、エステ。欲
しいものを買って体中ほぐし、夜
は車でぐるぐる山を登って山頂
からみた夜景、とってもきれいで
した。写真撮影に四苦八苦。真っ

黒な写真に大笑いしたり、きれいに撮っても大笑いでした。３日目はパンダノン
島へ行ってバーベキュー。若い日本人もたくさん来ていておどろきました。夜は
ニューハーフショー。パワフルなダンスに見惚れました。４日目はパラセーリ
ング、シーウォーカー。シーウォーカーは前から体験したかったので、思いが
叶いました。耳が弱いので心配していたのですが、そんな心配は全然無用で
した。ちょっと濁っていましたが、かわいい魚が回りに集まって来て楽しかった
です。町中を走ると小さい車の乗り合いバスにたくさんの人が乗っていて、町
もまだまだ貧しく、現実を目の当たりにしました。でも若い人がとても多く、町
中をたくさん歩いているのに圧倒。これから発展成長していく国だなと感じま
した。信号がなくても、交差点では事故もなく、行き交う事が出来るのが不思議
でした。みんな譲り合いの気持ち？があるのか、本当にすごいと感心しました。
最後の夜はお別れパーティー。デパートで買ったドレスを着て、生演奏の曲
に合わせてメイドさん達と踊ったり、汗だくで楽しみました。全然知らない長野
の方達とも仲良しになり、楽しい５日間でした。ありがとうございました。

シーウォーカーは前から体験したかったので、思いが叶い
ました。かわいい魚が回りに集まって来て楽しかったです！

バナナボートは私が先頭に乗るように言われ、波しぶきと段差
で怖くてキャーキャーと最後まで声が止まらずドキドキでした！！

私達５人は４泊５日、３人は５泊

６日の８名で参加しました。（私達

だけ夫婦他女性）それぞれ初回

から５回目の人でしたが楽しく過

ごす事が出来ました。まずはセブ

島内観光、無人島でのバーベキュ

ー、エステ、ニューハーフショー、

マリンスポーツをし、あっと言う間

に５日間が過ぎてしまいました。

毎日天気も快晴で、３度目にして

やっとパラセーリングが出来た事に感謝です。前回は風が強く、初回は夫が高

所恐怖症の為断念。今回は夫の姉が４月に来た時パラセーリングをし「全然怖

くない！」と言ってくれ、乗る事が出来大満足です。今回８人参加だった為さよ

ならパーティーを開催して頂き、生演奏とメイドさん達の踊りがあり、またま

た楽しく過ごさせて頂きました。私が初めてセブに来たのは一昨年の２月、

雨が降って薄暗くとても不安でしたが、二度、三度と訪問する度、街並みも綺

麗になり、道路も良くなり感動致しました。これからも日々発展する事を楽し

みに、またセブに遊びに来ます。最後にお世話になったワールドビッグフォ

ーのスタッフの皆様、ありがとうございました。

大空を優雅に散歩！

コーラルポイントリゾートでは、一部屋で大きなベッドに驚き、あまり
の広さに少々落ち着けませんでしたが、朝までグッスリでした（笑）

あっと言う間に５日間が過ぎてしまいました！ 毎日天気も快晴
で、３度目にしてやっとパラセーリングが出来た事に感謝です

３度目のセブ 楽しかったセブ！！

初めてのセブ旅行
前々からセブ島への旅行を計画し
ていたのですが、全体の予定が合
わずにいて、やっと念願が叶い訪
れる事が出来て本当に良かったと
思います。私はいつも美容の仕事
をしていて時間が取れず、休暇は
皆私に合わせてくれます。２年前
はセブ旅行が叶えられずに、バリ島
へ、セブ島の代わりに行って来まし
た。成田で待ち合わせ、今回も母と
妹と３人で午後の便に乗り４時
間、マクタン空港へ着いたのは夕
暮れです…。機窓から見る夕日は
何とも言えない美しさで思わずカ
メラを向けてしましました。ガイド

さんとドライバーさんが迎えに来てスペシャルビラへ案内され、警備もきちん
とされ「スゴイな～」と思いました。大勢のメイドさん達が出迎えて歓迎して下
さいました。部屋の中は全部大理石。ビラの扉は一面彫刻で一段と豪華さを感
じる。敷地内へ出ればプール、そしてその先を見渡すと大海原にポツンと釣り
舟が浮かび、何とも言えない南国の風景、又南国ならではのあの髪に一輪ほ
のかな香りの花。日本にはないものです。台風で海が荒れ、カジノで楽しみ、私
は２日間通いました。１日目は時間が足りずにまた挑戦で少し得をしました。マ
リンスポーツはバナナボート。私が先頭に乗るように言われ、波しぶきと段差で
怖くてキャーキャーと最後まで声が止まらずドキドキでした。スリル満点で日本
客が多いです。島巡りが出来なかったのが残念でしたが、また今度機会があっ
たら行きたいです。メイドさん、いつもありがとう朝食美味しかったです。

総勢８名、皆楽しく過ごす事が出来ました！ お世話になった
ワールドビッグフォーのスタッフの皆様、ありがとうございました！

半年前の３月に続き、今回は２度
目のセブ旅行で、姉と一緒です。
１年に２度もセブに来られるなん
て、思ってもいませんでした。埼玉
県の５名の方々と合流して、８名
での楽しい旅の始まりでした。マ
リンスポーツではパラセーリング
に挑戦しました。風も無く穏やか
な天気に恵まれ、青い海の上を
鳥になった気分で優雅に空中散
歩を楽しみました。遠くの島々を
見渡し、何とも言えない至福のひと時をあじわうことができました。そして今回
はエステで足マッサージを体験しました。ていねいに、力強く、やさしくやってい
ただきとても気持ちがよかったです。また、島に渡ってのバーベキューも初めて
で、スタッフが用意してくれた肉や魚もとてもおいしくいただきました。今回はさ
よならパーティーをしていただき、豚の丸焼きも頂きました。バンドの皆さん
の音楽に合わせ、メイドさんたちと楽しく踊ることもできました。毎日いただい
たマンゴーやパイナップル、バナナジュースなど、今はとても懐かしいです。
次回はいつセブに行けるかわかりませんが、また行きたいと思っています。
お世話になったメイドさん、現地スタッフのガイドさん、ドライバーさん、ワー
ルドビッグフォーの皆さん本当にありがとうございました。

パラセーリングに挑戦しました！ 風も無く穏やかな天気に恵まれ、
青い海の上を鳥になった気分で優雅に空中散歩を楽しみました

母と妹とやっと念願が叶い今年訪れる事が出来ました♪敷地内へ出
ればプール、大海原の何とも言えない南国の風景を堪能出来ました！

さよならパーティーでは、豚の丸焼きも頂き、バンドの皆さんの
音楽に合わせ、メイドさんたちと楽しく踊ることもできました♪

出発日１１月２５日（５泊６日）
会員歴１年９ヵ月　平原さん

出発日１１月２５日（４泊５日）
会員歴４ヵ月　岡安さん

出発日１１月２５日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　互井さん

出発日１０月１９日（４泊５日）
会員歴７年３ヵ月　飯田さん
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初めてのセブ島旅行に１０月２４
日から４泊５日で家族３人、友人
３人で行って来ました。天候に恵
まれよかったです。４時間２０分
のフライトでマクタン・セブ空港に
到着し、ガイドさん、ドライバーさん
が迎えて下さいました。コーラルポ
イントリゾートに着くと広々とした
豪華な施設に驚きました。「自由
にお部 屋を選んで下さい」と言
われびっくり！本場のマンゴージ
ュース美味しかったです。２日目

はマクタン公園でのショッピング。市内は車と人で溢れ驚きました。アヤラショ
ッピングセンターに行き、帰りにマッサージをしました。体が芯からほぐれるくら
い気持ち良かったです。３日目は島巡りでボホール島へ行きました。血盟記念
碑や教会など、歴史に触れる事ができました。ロボク川の船上で歌を聞きな
がらのランチは至福の一時でした。チョコレートヒルの展望台の景色は素晴
らしかったです。４日目はエメラルドグリーンの海を眺めながらＢＢＱ。島の自
然の美しさや南国の沢山のマイナスイオンで体も心も元気になりました。夜
はパーティーを開いて頂き皆で踊ったり忘れられない思い出となりました。引
率して頂いた友人の皆さん、ガイドさん、ドライバーさん、メイドの皆さんお世
話になりました。またセブ島へ行きたいと思います。

島巡りでボホール島へ行きました。血盟記念碑や教会など、歴
史に触れ、船上で歌を聞きながらのランチは至福の一時でした！

今年は、思いもかけず２回もセブ島に来る事が出来まし
た！ バディアンゴルフリゾートで２日間ゴルフ三昧です！

私達は今、人口減少という大きな

波に直面しています。２００８年、

これは日本が本格的に人口減少に

突入した年、つまり「人口減少元年」で

す。人口減少は「静かな有事」ともい

われています。反対にフィリピンは

人口増加を辿り、セブでもたくさん

の若者に出会いこれからの発展に

大いに期待する所です。４度目の

旅行でしたが、６人で成田空港か

ら笑いが止まらず、セブに着いてか

ら帰国するまでいろいろな所へ出向く道中も笑いが絶えず、笑う事がこんなに

良いものだと今回の旅で勉強して参りました。７８歳の方がいらして、心配はし

ていましたが、逆に元気になられ体の調子の悪い方も良くなって帰国した次第

でした。物価も少しづつ上がっている様で、東アジアの中でも高い経済成長を

保っているフィリピン。国内の発電能力も２０１４年から５年後には約４００万

キロワットに拡大する計画らしいです。夜のセブも少しずつ明るくなっていく事

でしょう。帰国して全員の方が「また行きたい！」と楽しく語っていらしたので、本

当に良かった！帰国しても疲れ一つ出ずに楽しいセブ島の旅でした。御社

を通じ皆様に感謝致します。ありがとうございました。また行きます！

二度目のセブ島

コーラルポイントリゾートの広 と々した豪華な施設に驚
きました！ 本場のマンゴージュース美味しかったです！

楽しいセブ島の旅でした！ 帰国して全員の方が「また行
きたい！」と楽しく語っていらしたので、本当に良かった♪

笑う所に福来たれ 初めてのセブ島

二度目のセブ島
今年は、思いもかけず２回もセブ島

に来る事が出来ました。女性２人

の珍道中でしたが、あっという間の

８日間を満喫しました。バディアン

ゴルフリゾートで２日間ゴルフ三

昧。その後マッサージ。至福のひと

時でした。パッチワークの島カオ

ハガン島まで船で３０分ぐらい、

島民の生活を見たり、海で遊んだ

り、カオハガンキルトを見たり、島

民達は、自給自足生活の中に幸福感を感じている様子でした。翌日は私達２人

の為に大きな船をチャーターして頂き、カモテス島へ３時間の船の旅、素晴ら

しい…。海の綺麗な事。レイテ島を近くに見ながらカモテスリゾートのテラス

で海の幸の食事を頂きながら、こんな幸福でよいのかと胸がいっぱいにな

りました。最後のお別れパーティーは、２人で会場レストラン「ランタウ」へ。セブ

島の夜景が見える場所でお食事、夕日を見ながらお別れかと思うと、ちょっとウ

ルウル…。楽しい８日間のタイムマシーン。コーラルポイントリゾートのスタ

ッフの皆様、大変お世話になりましたね。ありがとうございました。

４度目の旅行でしたが、いろいろな所へ出向く道中も笑いが絶えず、
笑う事がこんなに良いものだと今回の旅で勉強して参りました

１年前の６月に来た時は花がとて
もきれいに咲いていたのを思い
「またこの島へ来たいな…」と思っ
ていた念願が叶い、このたびセブ
島のバカンスを楽しんで来まし
た。１０月ですけどスコールもなく
天候に恵まれ４泊５日、６人の旅
です。コーラルポイントリゾート
に着き、メイドさんが迎えてくれ、
さっそくマンゴージュースを頂き
部屋まで案内してもらい明日の予
定をガイドさんと決めました。２日
目はマクタン公園で買い物。去年も
買い物をしたお店で沢山お土産を
買いました。それから移動してマッ
サージへ。本当に気持ちが良く最
高でした。今回はボホール島へ行く事にして船で２時間、更にロボク川ではマ
ングローブの中へと、船上でのバイキング、ギターの生演奏や現地の子供のダ
ンスも可愛らしかったです。その後、眼鏡ザルのターシャを見てチョコレートヒル
ズへ。とても不思議な世界を見た感じでした。帰って来てから色々と買ったお土
産を整理して、明日はパンダノン島でバーベキューです。バンカーボートで１時
間あまりの船旅！海の色の美しさに感激！メイドさん２名、ガイドのシャローンさ
んとドライバーのナルドさん、船長さん他４名でパンダノン島へ！上陸するとバ
ーベキューの用意が出来るまで私達は海に入り楽しみました。明日は日本へ
帰る日…。夜はコーラルポイントリゾートへと戻り、さよならパーティー♪生バンド
とフィリピン料理でおもてなしをして下さり、とても楽しい夜を過ごせました！翌日、
朝とても早いのにメイドさんがおにぎりとコーヒー、フルーツを用意して下さり
本当にありがとうございました。皆さんに感謝申し上げます。又セブに来た時は
宜しくお願い致します。また会う日まで元気で居たいと思います。

ボホール島のロボク川では、船上でのバイキング、ギター
の生演奏や現地の子供のダンスも可愛らしかったです♪

カモテス島へ３時間の船の旅！ テラスで海の幸の食事を頂き
ながら、こんな幸福でよいのかと胸がいっぱいになりました♪

二度目のセブ島！ 「またこの島へ来たいな…」と思っていた
念願が叶い、このたびセブ島のバカンスを楽しんで来ました！ 

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴９年３ヵ月　尾野さん

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　藤沼さん

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴１１年　押山さん

出発日１２月５日（７泊８日）
会員歴１年９ヵ月　水島さん


