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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29年4月号

ごあいさつ
人生観が変わる究極のオアシス、ワールドビッグフォーリゾートへ。

大自然が奏でる魅力溢れるセブの景観は、満面な笑顔と共に健康も育む南国の楽園。
癒し安らぐアットホームなリゾートライフは心までも豊かになり、皆様の華やかなセカンド
ライフにもお役立て頂けます。珊瑚礁の大海原でマリンスポーツを満喫、美味しい食事や観光
そしてショッピングで微笑み、また女性には嬉しいエステやマッサージも更に充実、驚くほどに
安価で大変ご満足頂けると思います。日本では味わうことのできない新しい発見・体験の数々
大自然に触れ合い元気に満たされる快適で優しい環境を思う存分にご満喫下さい。是非皆様も
大自然が誘う弊社究極のリゾートへ！笑顔が幸福を導き、健康までも育む常夏の環境は
海外旅行が初めての方は勿論、皆様のご旅行日程、またプランも選ばず、いつでも

気軽に心に残る最高の思い出づくりをお楽しみ下さい。日頃より会員の
皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

＜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！初めてセブに来られる方から、毎年セブへ来られるリピーター
の方々まで、今月もたくさんの笑顔溢れる「セブ旅行体験談」を掲載させて頂きました。ありがとうございます。日
本とは異なった穏やかな自然に包まれた南国セブ島の人々のライフスタイルに目を向けると、きっと今までにな
い新鮮な発見があることでしょう！まだセブ島未体験の方々は、是非一度、解放感に満ちた「ワールドビッグフォー
リゾート」の贅沢なオーシャンビューをお楽しみ下さい。尚、搭乗予約・料金等の詳細につきましては、お気軽に
当社旅行担当まで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：齊藤・伊藤・森田

人生観が変わる究極のリゾート！

（注1）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２９年３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

０４／０１～０９／３０ ￥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）

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：１ ５
１ ５：２ ５
１５：２０
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今回のセブ島旅行は旦那のお母さん
が企画してくれた婚前旅行の素敵な
旅でした。会報の中に写るシーウォー
カーやジェットスキーやタイタニック
のようなシチュエーションの写真…
「なんでもできるわよ」って母から言わ
れている中に、ウェディングフォトがあ
って、「お母さん、私これがやりたいで
す！」って伝えると「これは今回できな
いのよ…」と聞いていました。勝手に
想像ばかり膨らましながらセブ島に着
いて、一つひとつやりたい事を楽しん

でいた３日目の朝、母から「ドレス選びに行きましょう！」と言われた時、母からの本当の
サプライズプレゼントがウェディングフォトだった事に気付きました。旦那を含め、家族、
メイドさん達皆が私に最高のプレゼントを企画してくれて、こんなに幸せな瞬間をこの旅
で感じるなんて、想像を超えるものばかりで、一生の思い出に残る涙を流しました。パン
フレットに描かれたあの風景のリゾートで大好きな人と毎日過ごし、愛する人と素晴らし
いメイドさん達に囲まれて、信じられない程美しいドレスで私を綺麗にしてくれて、旅の
すべての時間が他では味わえない夢のような世界を実現してくれました。この企画を考
えてくれたお母さん、そして最後まで旅を共にしてくれた皆様に感謝の気持ちでいっぱい
です！また必ずセブ島に行きたいと思っております。今回送らせていただく写真は、旅の
中でもとても印象深く残ったものを選んでいます。私達夫婦の初めての海外旅行が最高
に素晴らしい、忘れられない思い出となりました。

信じられない程美しいドレスで私を綺麗にして
くれて、夢のような世界を実現してくれました♪

常にお世話をして下さる朝田さん、そしてスタッフ
関係者の方々には心より感謝しています！

今回は従兄弟達と行きました。５泊６

日の旅でした。私達が毎日行ったとこ

ろはコーラルポイントリゾートのプー

ルです。朝、昼、夕と約３回入りました。

こんなにたくさん入ったことがなかっ

たので凄く楽しかったし、従兄弟の絆

がさらに深まったと思いました。到着

の日はウェルカムパーティーをしまし

た。お腹が空いていたので沢山食べ

てしまいました。凄くおいしかったです。音楽にのって皆と踊ったり、ゲームをしたり・・・ヘ

トヘトになるぐらいやりました。２日目はマリンスポーツに行きました。あまり天候が良く

なく、前に来た時より風が強かったのでパラセーリングでは凄くゆれて、何が起こるか分

からないドキドキハラハラを体験しました。海の底に手をついたり、魚と泳いだり、餌をあ

げたりしました。潮風に吹かれてとてもきもちよかったです。他にもショッピングに行って

服やバッグ、キーホルダーを見ました。その時買ったバッグやキーホルダーは一番のお気

に入りです。セブが大好きです。また行きたいです。

夢のような夏の思い出

ウェディングフォトのサプライズプレゼント等、
一生の思い出に残る涙を流しました！

従兄弟の絆がさらに深まったと思いました。
セブが大好きです。また行きたいです！

従兄弟と深まった絆 素敵なセブ旅行

癒されて・セブ
再びセブへ、うれしいな！旅には色々
な形がありますが、ワールドビッグフォ
ーの会員さんは型にとらわれず、朝食
をいただきながらその日の天気具合
や体調を考慮しながら、お遊びを決め
て、あっちこっちと楽しんでいます。か
なり贅沢三昧なものです。そして大自
然の持つ醍醐味を充分にいただいて
きます。何回行ってもまた行きたくなり
ます。全く遠いとは思えませんよネ。マ
クタン・セブ空港へ着くと通訳のリサさ

んが迎えに来てくれていました。合流も何の心配もなくすぐに“ハグ”です。一年中温暖な
気候に恵まれている為、体がとっても楽ですネ。現地の方々の月収は３万円位と聞いてい
ますが、働く場所すらない人たちも多いようです。そんな中、キラキラのネイルをして手を
眺めていますが、ごめんなさい。今回はゆっくりできる日がありまして、海を眺め波の音色
を楽しみ、足元のカニさんは早足で横バイに逃げていきました。「おいおい！大丈夫だよ。
食べりゃせんよ」あっという間に石の間に入って行ったよ。朝日を見ながら、市場で買った
パパイヤ、グアバなどをいただき幸せな気分でいる私がいます。食べ物の現地調達は旅
の楽しみの１コマです。次回は現地の人々の生活の中に入ってみたいです。常にお世話
をして下さる朝田さん、そしてスタッフ関係者の方々には心より感謝しています。ありがと
うございました。

海の底に手をついたり、魚と泳いだり、餌をあげた
りしました。潮風に吹かれたりきもちよかったです！

セブ島旅行は、私にとって妻との最高
の門出となり、これからの長い夫婦生
活のスタートライン。私達二人を支えて
くれる家族や皆様への大変感謝の気持
ちが高まるばかりの素晴らしい旅とな
りました。旅のほんの一部ですが、写真
と共にそれを書きたいと思います。先
ず、この旅行で私の母が妻へウェディン
グフォトを撮らせてあげたいというサプ
ライズプレゼントを企画し、私自身、妻
のお母さん、メイドさんと朝田さん全員
でその企画を考えて下さり、本当に皆
様の優しさを感じ有難かったです。そして妻はプレゼントの事実を知って満面の笑みで喜び
ながらウェディングドレスを見に行きました。「ドレスは両方の母に選んでもらった、たった
一つのドレスを着たい」という妻の思いで選びました。ドレスを試着し、メイクアップ後の妻
は本当に綺麗でした。メイドさん達も毎朝早くからしっかり働いてくれて、忙しい中ウェディ
ングパーティーでダンスまで披露してくれて、場をとっても盛り上げてくれました。そして私達
の自宅から送り迎えをしてくれて、旅中を案内して下さった朝田さん。朝田さんが居てくれた
お陰で私達はとても楽しい思い出を作る事ができ、又行きたいという旅になりました。旅が
終わり、振り返ると必ず朝田さんの会話になるほど印象的な方でした。沢山のお心遣いに感
謝しております。今回の旅は初体験な事ばかりで、生涯忘れる事のない旅行になりました。
貴重な体験を夫婦でできとても良い想い出ができました。

ウェディングパーティーでは、メイドさんがダンスまで
披露してくれて、場をとっても盛り上げてくれました！

再びセブへ、うれしいな！ 何回行ってもまた
行きたくなります。全く遠いとは思えませんよネ！

セブ島旅行は、私にとって妻との最高の門出
となり、生涯忘れる事のない旅行になりました！

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　村田さん

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　岸本さん

出発日８月２０日（５泊６日）
会員歴１０年　関根さん

出発日１１月１５日（８泊９日）
会員歴６年１１ヵ月　小松さん
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一度目のセブは二年半前、母と共に総
勢６名で大いに笑った楽しい旅をさ
せて頂きました。日本に帰ってからも
あのセブの青い海、綺麗な空気、スタ
ッフの笑顔が忘れられず、「また行き
たい！」とずっと考えていました。そん
な中、友人がワールドビッグフォーと
ご縁が出来、セブへ行って見たいと言
ってくれたので二度目のセブ行きが
決まりました。現地での計画を綿密に
立て、母に同行して貰い、いざ出発！！
天候にも恵まれ初日からシュノーケリ

ング、シーウォーカーにニューハーフショー。バディアンゴルフリゾートではとても綺麗な
滝に癒され、オスロブで可愛いジンベエザメと遊び、ボホール島では優雅に川下りや島
めぐり、他にも買い物やエステにカジノと日本では考えられない程の贅沢な旅をさせて
頂きました。前回会ったガイド兼通訳のリサさんやメイド長のアイリーンさん、フランシス
さんやシャローンさん、ベルちゃんも気さくに挨拶してくれ、今回担当してくれたダイアナ
さんやドライバーのアーネルさんにも本当に良くして貰いました。笑いの絶えない毎日
に身も心もリフレッシュ出来ました。ありがとう。そしてこの会社を設立された行方会長に
本当に感謝申し上げます。旅を共にしてくれた母、友人にも感謝申し上げます。現地スタ
ッフの皆さん、家族の様に温かく受け入れてくれて、本当にありがとうございました。次回
は主人と息子を連れて是非また行きたいです。三度目のセブを楽しみに！

次回は主人と息子を連れて是非また
行きたいです！ 三度目のセブを楽しみに！

６泊７日の濃いスケジュールでしたが、良く気の利
くスタッフのお陰で安心、且つ楽しい旅行でした！

２回目のセブの旅は弟家族も一緒に
渡航。成田の悪天候で７時間遅れの
到着だったが、深夜でも笑顔でお出迎
え。朝は爽やかな潮風と波音の中、ヨ
ガで体を整え、美味しい朝食で一日が
始まる。なんて贅沢な時間なんだろ
う・・・姪はすぐにメイドさんに慣れ、楽
しく過ごす毎日。異文化交流は子供に
とっても貴重な体験。２日目は、全員で
バナナボートに乗り、大はしゃぎ！夕方
はＳＭ（シューマート）へショッピング！
南国で立派なＸｍａｓツリーが印象
的。３日目はパンダノン島へ・・・途中シュノーケリングをしながらバンカーボートでゆられ
ること１時間３０分、白くて美しいビーチの小島へ到着。ランチは鮑などの魚介やお肉で
贅沢なバーベキュー。時間の流れを忘れ、太陽の下で南国の風を感じて飲むビールも最
高！夕方はラプラプ公園にお散歩へ。地元のお土産が安く並ぶ！値切り交渉も中々面白い
（笑）。あっという間に最後の夜。生演奏とダンスでみんなと踊りつくした３時間は最高だ
った。そして、姪のサプライズバースディケーキが登場！満面の笑み♪♪みんなに祝っても
らい、一生忘れられない１日になったと思う。通訳さん、ドライバーさん、メイドのみなさ
んが、細やかな所まで心からのおもてなしをしてくださるので、素晴らしい体験と充実し
た時間を過ごすことができる。人生が変わる、これからの人生に必ずプラスになる時間を
過ごさせて頂き、本当にありがとうございました♡そしてママ＆朝田さんありがとう！

念願の家族旅行と楽しい日々

二度目のセブも大満足！！ 笑いの絶えない
毎日に身も心もリフレッシュしてきました～♪

朝は爽やかな潮風と波音の中、ヨガで体
を整え、美味しい朝食で一日が始まる！

人生の休息 ａｔ ＣＥＢＵ！ 二度目のセブも大満足！！

癒しの島セブ島へ…
初めてのセブ島。白い砂浜と青い海が

大好きな私が行きたかった海外のひと

つ。そんな私を誘ってくれて一緒に行っ

て下さった高校時代の友人とお母様。

６泊７日の中、内容の濃いスケジュー

ルを組んで下さり、セブの良い所を満

喫する事ができた事。お２人には感謝

の気持ちで一杯です。先ずは念願の熱

帯魚とのスイミング、ジンベエザメとも

泳ぎました。そしてエステ三昧でリフレ

ッシュ♪足の角質やネイルも初体験。日本では考えられないお安いお値段です。数ある島の

中、ボホール島へ行ったり、神秘的なパワースポットでもあるバディアンゴルフリゾート付近

にある滝に打たれ、心も癒されてきました。他にも沢山の経験をさせて頂きました。そんな

安心、且つ楽しい旅行となったのも通訳のダイアナとドライバーのアーネルのお陰です。お

店での予約や通訳、荷物も持ってくれたりと良く気の利くキュートなダイアナ。交通事情がま

だ悪いセブなので渋滞の中、予約の時間に間に合う様、調整してくれたり、写真も撮ってく

れたりとダンディーなアーネル。至れり尽くせりとはこの事です。一週間、セレブ気分を味あ

わせて頂きました。メイドさんも朝早くから夜遅くまで本当に感謝です。終始笑いの絶えな

い素敵な旅となりました。貴重な思い出をありがとうございました。

人生が変わる、これからの人生に必ずプラスになる
時間を過ごさせて頂き、本当にありがとうございました！

４度目のセブ旅行です。今回は娘と息
子夫婦、８歳の孫娘、統括の朝田さん
６名で出発しました。昨年は台風が３
個もセブ島付近にあり天候に恵まれ
ず、今年こそはと神様にお願いしたん
ですが出発当日は雨、けれどフライト時
間には雨も上がり定刻通り飛行機は滑
走路手前まで移動。やれやれと思って
いたんですがそれからが悪夢の始ま
り、悪天候の為、空港が大混乱。そのう
ち濃霧の為すべての離着陸が中止とな
り、いったんターミナルに燃料補給の為もどりましたが、乗客は狭い機内に閉じ込められた
まま、予定外にも出発は７時間遅れとなりました。コーラルポイントリゾートに着いたのは
夜中の３時。通訳さん、メイドさんが笑顔で迎えてくれ、翌日からは静かな日々でした。滞在
中は天気に恵まれ、街はイルミネーションもきれいで、夜のダンスパブでは久し振りにライ
アン先生との再会もあり、楽しいダンスタイムでした。孫娘は優しいメイドさんとのふれあい
に大喜び！さよならパーティーではサプライズで９歳の誕生日を大きなケーキで祝って頂き
ました。お別れは涙、涙。学校では味わえない大きな体験、思い出を作りました。普段離れて
いる家族と楽しい日々、静かなセブの時の流れを共有でき、すばらしい家族旅でした。いつ
もお世話になっている朝田さんありがとう。またいつかみんなで行けたらいいなぁ～。

普段離れている家族と楽しい日々を過ごし、
静かなセブの時の流れを共有して来ました！

エステ三昧でリフレッシュ♪足の角質やネイル
も初体験！ 至れり尽くせりとはこの事です♪

孫娘は優しいメイドさんとのふれあいに大喜び！お別れは涙、
涙。学校では味わえない大きな体験、思い出を作りました♪

出発日１１月１９日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　夏目さん

出発日１２月５日（６泊７日）
会員歴１５年　直塚さん

出発日１１月１９日（４泊５日）
会員歴４年１０ヵ月　柏葉さん

出発日１２月５日（６泊７日）
会員歴１０ヵ月　佐々木さん
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台風の影響で着陸時に機体が少々揺

れたものの、無事マクタン・セブ空港に

到着。空港には通訳のダイアナさん、ド

ライバーのベルナルドさんがお出迎

え、すぐにコーラルポイントリゾートに

向かい、メイドさんお手製のマンゴー

ジュースで旅の疲れを癒し、明日からの

活力源となりました。翌朝窓を開け、A

棟４階バルコニーからの眺めは青い

空・紺碧の海・赤と白のブーゲンビリア

の花が咲き乱れ、南国の楽園を充分実感しました。今までは友人と共に観光・ショッピング

と毎日目まぐるしい旅でしたが、今回はヴィラでゆっくりと良い音楽を聞き、好きな作家の本

を読み、時々ネイルやマッサージ。そして船で一時間のパンダノン島では真白な珊瑚のビー

チで泳いだり、おいしいバーベキューを頂き満足な１日を過ごしました。フルーツ大好きな

私はマンゴー・バナナ・パイナップル・マンゴスチンとどれも完熟していて甘く南国フルーツ

三昧の日々。なかなかこの味は日本では体験できません。２年半ぶり５度目、セブ島８泊９

日一人旅は、のんびりと優雅なひと時を満喫しました。次回は会報で会員皆様のセブ旅行

体験談を参考に今から計画中。ワールドビッグフォースタッフの皆様、楽しい時間をありが

とうございました。

メイドさんお手製のマンゴージュースで旅の
疲れを癒し、明日からの活力源となりました！

滝に打たれて、海水プールで泳いだら腰の
痛みがどこかに飛んで行ってしまいました！

何回かPhｉｌｉｐpｉｎeに行ってい

ますが、今回初めてワイフとワールドビ

ッグフォーの施設があるＣｅｂｕに行

きました。今までの旅では色々な事に

気を付けて行動していましたが、今回

ほど安心で安全なフィリピン旅行は初

めてです！ワールドビッグフォースタッ

フの皆さんのお陰です。また日本のツ

アーでは体験できない事を一杯体験出

来ました。コーラルポイントリゾートか

らバディアンゴルフリゾートまで長時間の移動でした。バディアンゴルフリゾートでトリッキ

ーなゴルフ体験をし、そこからジンベイザメのいる海へ。ジンベイザメと一緒に泳いでサメ

を蹴飛ばしてしまい逆襲があるのではと思ったけど、無事に生還しました。ホワイトビーチで

のバーベキューはスタッフのおもてなしがいっぱいで美味しかった。ジャズ&ブルースライ

ブハウスのディナーでは、ワイフにリクエストソングのプレゼントをし、夫婦で30年ぶりにダ

ンスをし、感動の時間を夫婦で共有できました。東京での忙しい生活から離れ、年末の海外

旅行は初めてです。家族や仕事の仲間には感謝。毎朝のフレッシュなフルーツと食事は感激

でした。ワールドビッグフォーのメイドさんの料理は最高！スタッフの皆様とワイフに大感謝

です。６２歳の手習いで今度は英語の勉強に行くつもりです。

思い出に残るコーラルポイントリゾートでの４日間

大好きなフルーツ三昧の日 ！々今回はヴィラ
でゆっくりと優雅なひと時を満喫しました♪

３０年ぶりに夫婦でダンスをし、
感動の時間を共有しました♡

感動のセブ旅行 優雅なひとり旅を満喫

姉妹二人のセブの旅行
初めてバディアンゴルフリゾートで一泊

しました。カワサン滝で泳いで、滝に打

たれて修行？行者になった気分でした。

はじめは腰が痛くて立ち座りが大変で

したが、滝に打たれて、海水プールで泳

いだら痛みがどこかに飛んで行ってし

まいました。ジンベエザメも見てきまし

た。６メートルくらいかな～？人懐っこ

くてとてもおとなしいね～。すぐ側では、ゴーグルを付けて一緒に泳いでいる人もたくさん

いました。３日目は台風で沖まで出る“島めぐり”には行けず、コーラルポイントリゾートでは

目の前の海やプールで泳いで、美味しいバーベキューを頂きました。お別れ会はセブ市内

のマルコポーロホテルでして頂きました。ショッピングも楽しかったです！３年前と比べると

車も多く、バイクのサイドカーも多くなり、道路も良くなり進化してますね～。ドライバーさ

ん、通訳さん、お世話になりました。ありがとうございました。

ジンベイザメを誤って蹴飛ばして
しまい逆襲されるかと思いました！！

これまで何度も仕事でフィリピンを訪
れましたが、家族と一緒にプライベート
で行くフィリピンは最高でした。広々と
したコーラルポイントリゾートで過ごし
た時間は、日頃の忙しさを忘れ、心も身
体も癒されました。ゆったりとしたダイ
ニングで海を眺めながら食べる朝食で
１日の始まりを迎えられるのも最高で
した。また、朝は引き潮だったので、子
供と海辺を散策しました。子供と一緒に
沢山のサンゴを見つけ、海の美しさを
感じました。２日目は、アイランドホッピ
ングとマリンスポーツを楽しみました。島の美しさも素晴らしく、娘は大喜びで浮き輪で遊ん
だり、美しい貝を探していました。初めて挑戦したパラセーリングは見事でした。「空を飛び
たい！」という娘の夢をかなえる事が出来、親としても幸せな時間でした。３日目はセブ島内
を観光しました。セブ観光も、専属ドライバーさんと通訳さんの案内により、安全に快適に回
る事が出来ました。最後の夜はディナーパーティーで、豪華ホテルのレストランでお食事を
頂きました。子供達も大満足の夜でした。最終日はマクタン島を少し観光して帰りました。一
歩公園に入るときれいでのどかな空間が広がります。最後までセブ島を楽しむことが出来ま
した。今まで仕事で来ていたフィリピンの印象が変わった最高のセブ島家族旅行でした。あ
っという間の４日間、思い出に残る最高の日々でした。

「空を飛びたい！」という娘の夢をかなえる
事が出来、親としても幸せな時間でした！ 

コーラルポイントリゾートでは、目の前の海やプールで
泳いでセブを満喫！ バーベキューを頂きました♪♪

今まで仕事で来ていたフィリピンの印象が
変わった最高のセブ島家族旅行でした！

出発日１２月２８日（３泊４日）
会員歴３年３ヵ月　近藤さん

出発日１０月１９日（８泊９日）
会員歴７年４ヵ月　木暮さん

出発日１２月２６日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　石塚さん

出発日１月６日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　髙橋さん
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今回のセブ旅行は、２回目になりま

す。孫も連れての旅になりました。（０

歳、３歳の男児２人）小さい子ども連

れということで心配はいくつかありま

したが、体調を崩すことなく過ごせ、良

い経験になったように思います。前の

時にも気持ちよかったマッサージにま

た行きました。店によって力の強弱、

値段にも違いがあることが分かりまし

た。色々行ってみて、自分にピッタリな

店を見つけることも悪くないと思いました。一番下の娘が英語を少し話せるので、通訳し

てもらえたりして助かりました。大人数での移動だったので、とても賑やかで楽しかった

です。娘達３人はショッピングが良かったようで、いくつかのショッピングモールに訪れ、

買い物を楽しんでいた。妻もお目当ての「７Ｄのドライマンゴー」を箱で買い、喜んでい

た♪孫たちも遠浅のきれいな海で遊べてよく笑っていました。そんな家族の姿を見れて、

それもまた私のよき思い出となりました。帰るのが惜しい位でしたが、また次回のお楽し

みも残しつつ帰国しました。また機会があったらよろしくお願いします。

娘達３人はショッピングが良かったようで、妻もお目当
ての「７Ｄのドライマンゴー」を箱で買っていました♪

遠浅なビーチは小さな子供も充分に楽しめました。また
メイドさんたちも同行してくれたので、人手もあり安心です！

１月６日に４泊５日の日程で４年ぶり

２回目のセブ、コーラルポイントリゾー

トへ妹と二人で出かけました。今回は

台風の影響で離島へ行く事が出来ませ

んでしたが、コーラルポイントリゾート

で“のんびり”。おしゃべりをしながら海

をながめたり、プールで泳いだり、散歩

をしたりと２日間過ごし、『こういう時間

の過ごし方もいいもんだな』と思いました。海では泳げなかったけど、ジンベエザメウォッチ

ングが出来たり、カワサン滝で泳いで滝に打たれたりと身も心も洗われた感じで癒されまし

た。この様な貴重な体験ができ満足な気分になりました。現地の言葉は分からなくても、い

つでも側にいてくれた通訳さん、安全運転のドライバーさん、食事の世話をして下さったメ

イドさん達に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

家族が増えて初めてのセブ旅行

孫たちも遠浅のきれいな海で遊べてよく笑っており、そんな
家族の姿を見れて、それもまた私のよき思い出となりました！

４年ぶり２回目のセブ二人旅！ 貴重な
体験ができ満足な気分になりました！

２回目のセブ二人旅 家族で楽しめるセブ島

初めてがいっぱいのセブでした
９月１７日から４泊５日でセブ島へ行

って来ました。我が家は私と０歳と３歳

の息子２人でした。長男もとても楽しみ

にしていたセブでした。現地は想像以

上のキレイな海でした。透明で遠浅な

ビーチは小さな子供も充分に楽しめま

した。またメイドさんたちも同行してく

れたので、人手もあり、次男もとても嬉

しそうでした。そして私の一番のセブで

の目的“ダイビング”も実現しました。ずっとやってみたかったダイビング。現地まではガイド

さんとドライバーさんが同行して下さり、とても心強かったです。海の中は想像以上の美し

さで、思わず息を飲む程でした。初めてのセブの海で初めてのダイビングを私は一生忘れ

ることは無いでしょう。他にもショッピング、エステ、島巡りと盛り沢山な４泊５日でした。ま

だまだ楽しむ余地があり、帰国するのが惜しかったです。特にショッピングは私も妹たちも

大興奮だったのを覚えています（笑）。物価の安さも魅力の１つだったと思います。１つだけ

残念だったのは、天気があまり良くなかったことです。それをのぞけば最高の旅でした。息

子たちがもう少し大きくなったらまた連れて行きたいです。

コーラルポイントリゾートでのんびり２日間、『こうい
う時間の過ごし方もいいもんだな』と思いました♪

今回で３回目のセブ旅行。１回目は独
身時代。２回目はセブで結婚式旅行。
３回目の今回は家族が増えて子供を連
れての家族旅行。節目の思い出に常に
セブ旅行が出来る事は嬉しく、ありがた
い思いです。今回の旅は夫婦の思い出
の場所に子供を連れて来れた事も更
に思い出深い旅となりました。現地で
は結婚式の時お世話になった通訳さ
ん、ドライバーさん、メイドさんがみん
な覚えていてくれました。明るく歓迎し
てくれ、子供には「ハイ！ベイビー！」と声
をかけてくれ、娘もいつもと違う様子に戸惑いもありましたが、すぐに溶け込み笑顔を見せ
てくれました。旅行２日目はフェリーに乗ってボホール島へ行きました。マクタン島・セブ市
内とはちょっと違った雰囲気の町並みで、自然も多く癒しスポットでした。ロボックリバーで
のクルージングランチでフィリピン料理を食べながら、大自然の森を抜けて心地良い風を感
じる一時でした。その後はターシャとチョコレートヒルズの見学で、どれも心に残る良い時間
となりました。今回は、両親・母の友人家族と私達９名での旅で、ゆっくりと日程をとり、ショッ
ピング、BBQ、マッサージ、海と多くの体験をすることができました。良い旅が出来たのも通訳
さん、ドライバーさんの安心できる案内とメイドさん達のお世話があったからです。小さい
子供連れの旅でしたが、不備な事もなく娘も元気で過ごせたのもスタッフの皆さんのおか
げと感謝しております。

結婚式の時お世話になったスタッフ
の皆さんが覚えていてくれました！

初めてがいっぱいのセブでした！ ショッピング、
エステ、島巡りと盛り沢山な４泊５日を楽しみました♪

家族が増えて初めてのセブ旅行♪夫婦の思
い出の場所に娘を連れてくることができました！

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴５年８ヵ月　山下さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴６年５ヵ月　大脇さん

出発日１月６日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　植松さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴６年５ヵ月　宮原さん
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待ち遠しかった、初めてのセブ旅行は、

マクタン・セブ空港までの4時間余りの

ジェット機の窓から見た夕焼け空から

始まった。空から見た雲が真赤に染ま

り、地上から見るよりもきれいに感じら

れた。着いた空港はとても暑く、さすが

フィリピン。2日目はバンカーボートで

海へ。あいにくの曇りで波も高く船中は

寒く感じられたが、シュノーケルを付け海の中に入ると、南の海の見たことも無い様な美し

い色の魚達がたくさん出迎えてくれた。それは豊かなすばらしい海でした。次の日はパラセ

ーリングやマクタン島観光。また翌日は買い物等と、あっという間の5日間でした。朝食のマ

ンゴーやパイナップル、それにかわいい絵入りのオムレツ、とてもおいしかったです。同行し

て頂いた池上さん、現地でお世話になった通訳さん、スタッフの皆様はとても親切にして下

さり、本当に有難うございました。

メイドさんが可愛い絵入りのオムレツを
作ってくれました！とてもおいしかったです♪

アッという間の日々でした！ 何十年ぶり、強引にも誘ってく
れた主人、現地スタッフさんの心遣いに今は大感謝です！

初めて揃って海外に行けた、幸せな兄

弟旅行でした。マクタン・セブ空港で宮

坂さんと合流。若くて明るい美人のお

嬢さんに益々楽しくなりました。夕食は

「マリバゴグリル」に連れて行ってもら

いました。スペアリブや焼き海老など美

味しく頂きました。特にビールのサンミ

ゲルは最高！！その後、果物の調達に。

マンゴー、パイナップル、バナナなど安

価で“ビックリ”。コーラルポイントリゾ

ートは広く家具も豪華！沢山のスタッフに迎えられ「セレブ」な気分に。次の日は島めぐりをし

ました。バンカーボートに乗るのに小さな舟から橋を掛けてもらい、手を引いて貰うのです

が、一番乗りの主人が足を滑らせ海の中に「ジャボン！」でも大丈夫、カメラは船のスタッフに

預けてあり写真は無事。主人は水もしたたる大男トホホ（笑）。海の中では魚が沢山泳いでい

て、とても綺麗でした。次の日から二手に別れ、主人と私は目的でもあったゴルフを２日間楽

しみました。キャディーさんが一人ずつ付き、傘持ちも居て驚いてしまいました。現地での交

渉や、ゴルフ場の予約など全て通訳さん、運転手さんにお世話頂き助かりました。御一緒し

て下さった池上さん、本当にありがとうございました。最後に、豪華な宿と島めぐり、パーティ

ーをプレゼントして頂きました会長さんに感謝です。又行きたいと思っております。

兄弟旅行パートⅡ

待ちに待ったセブ島、２日目はバンカーボートで海へ♪

ゴルフではキャディーさんが一人ずつ
付き、傘持ちも居て驚いてしまいました！

豪華な宿でセレブ気分♪ 初めてのセブ

渋々行く事になったセブ島の旅
主人に誘われて渋々行く事になったセ

ブの旅。空港では主人のあとに付いて

金魚の糞状態でした。無事セブ行きの

機内に搭乗（いざセブ島へ！！）無事到

着。出迎えてくれたガイドさん、ドライバ

ーさんとクリスマスのため飾られたイ

ルミネーションを見ながらコーラルポ

イントリゾートへ。コーラルポイントリ

ゾートでは可愛らしいメイドさん３人が出迎えてくれました。日本とのギャップを感じなが

ら、離島でのバーベキュー、かわいらしいチョコレートヒル、小さなメガネザル見学等の観

光、冥土の土産にと挑戦したドキドキのパラセーリング、川下りしながら船上でのランチ、食

べ物は美味しく日本人に合っていると思いました。アッという間の日々でした。久し振りに出

かけた旅行ですが、主人と二人で旅行するのも何十年ぶり、強引にも誘ってくれた主人、現

地での通訳さん、ドライバーさん、メイドさん方の心遣いに今は大感謝です。

豪華な宿と島めぐり、パーティーも満喫！ 会長
さんに感謝です。又行きたいと思っております♪

兄弟揃ってセブ島に旅行しましょうね！

と約束しても、なかなか揃って行ける日

にちが決まらずにいましたが、やっと念

願叶って「さあ出発！」一番上の兄夫婦

と次の姉夫婦、私達夫婦の３組でバカ

ンスの始まりです。苦手な水着を着て

海に出ると風が気持ち良く、シュノーケ

リングでは綺麗な魚達とご対面！海の

中はまるで竜宮城に行った気分ではしゃぎました。とても楽しかったのは兄夫婦と、すっごい

美人の女の子（ワールドビッグフォーを紹介して下さった池上さんの知り合いのお嬢さん）

と私達夫婦で初めて経験したパラセーリングでした。「１５０ｍ上空でどうかしら？」と思って

いましたが、恐ろしいどころかセブの海を一望でき、すっごく楽しく皆様にもおすすめ！ウェル

カムパーティーでは行方会長のお陰でとても楽しい一時を過ごさせて頂き、嬉しかったで

す。またセブに行きたいと思います。ありがとうセブ島♡

またセブに行きたいと思い
ます。ありがとうセブ島♡

渋々行く事になったセブ島の旅…。冥土の土産にと挑戦したパラセー
リングにドキドキ！食べ物は美味しく日本人に合っていると思いました！

恐ろしいどころか、セブの海を一望でき、
すっごく楽しく皆様にもおすすめ！

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴５年４ヵ月　原田さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴３年　伊藤さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴６年７ヵ月　宮下さん

出発日１２月７日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　押野さん




