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ごあいさつ
セブ島の自然環境でリフレッシュ、皆様を健康長寿へと導く

幸福のオアシス・ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！珊瑚礁の大海原から昇る
朝日と共に、小鳥達の陽気な鳴き声で新たなる１日を迎えます。海を渡るマイナスイオンの心地

良い風、また澄み渡る景観は私達の身も心までも活性化され、元気を育む大自然の恩恵は笑顔溢れる
健康づくりにも役立ちます。日本では決して味わうことのできない南国セブ島での素晴らしい体験の
数々、そして優雅な滞在は皆様を幸福へと導き、最高の思い出として心に刻むこととなるでしょう。
是非皆様もワールドビッグフォーリゾートへ！心温まるお持て成しと元気溢れる若返り体験
ご家族やご友人との笑顔に包まれる癒し安らぐひとときをお気軽にお楽しみ下さい。
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。

珊瑚礁の海に包まれたワールドビッグフォー究極のリゾート珊瑚礁の海に包まれたワールドビッグフォー究極のリゾート

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～
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＜編集後記＞
心に残る楽しい思い出をワールドビッグフォー究極のリゾートで！夏本番まであとわずか！日本では梅雨入りの
ニュースが気になる頃ですが、セブ島は湿度も気候も一年中安定しているので過ごし易く、高齢者にとても優しい
環境です。また陽気でフレンドリーな国民性もあいまって、楽しさ溢れるセブ島の魅力は無限大！ご家族・ご友
人との最高の思い出づくりに、是非楽しい計画をお立てください。尚、搭乗予約は随時受け付けておりますが、
出発日より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。詳細等ご不明な点がござ
いましたら、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５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

０６／０１～０９／３０ ￥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
１４：２５
０９：１５
１５：２５
１５：２０
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今回、両親と７歳の娘とで３回目の旅
でした。両親の友人家族も一緒で、９
人で出発しました。今回のメインはこ
れといって計画していませんでしたが、
とある提案から高速フェリーで２時間
のボホール島へ行こう！となりました。
ボホール島は観光する所がたくさんあ
りました。ロボク川を船下りしながらの
ランチクルーズ。そして島のほぼ中央
にあるチョコレートヒル。円錐型の丘が
３６０度にわたって広がっていて、ま
さに圧巻の光景でした。それも１２０

０以上もの丘ということ、この丘の成り立ち歴史などを聞いて自然の神秘を感じ、胸に刻み
ました。次は絶滅危機にあるという世界最小メガネザル、ターシャを見に！フラッシNGなの
でうまく撮影できませんでしたが、一番最後に見つけた子が私達の目線の高さにいたた
め、しかもお目めパッチリあけてこちらをみてくれていたので撮影チャンス☆充実したボホ
ール島観光でした。セブ・マクタン島に戻ってからは海・観光・買物・マッサージを満喫。３回
目なので大体の要領はつかめていたので割とスムーズに楽しめました。マッサージはスタ
ンダードなものでも日本円にして千円以下！！父も自分の買物をしていなかったため喜んで
いました。娘も、銃をもつマネだけ体験☆通訳のリサさん、ドライバーさん、メイドさん達い
つもありがとう。また、「ただいま」と言って帰ってこれるよう迎え入れて下さい。英語も勉強
して頑張ります☆

最後に見つけたターシャがこちら
を見てくれたので撮影チャンス！

４日目は快晴！！ シーウォーカー
を体験♪きれいな魚達に感激！！

この度、金婚式でセブ旅行へ、家族とお

友達と一緒に総勢９人の旅を楽しんで

きました。今回で３回目です。何度行っ

てもいいですね。市内観光、マッサー

ジ、デパートで買物、夜の外食、そして

ボホール島へ。水上（船の中）で昼食、

チョコレートヒルズで自然が造った光

景、メガネザル、楽しい１日でした。浜

ではバーベキュー、海の中に入り１歳の孫との水遊びはとても楽しかった。青い海の美しさ、

潮の香り、最高でした。２月４日、たまたま私の誕生日、別れのディナーパーティーのプレゼ

ントを頂き、生バンドの演奏で「ここに幸あり」を歌いました。ケーキを頂き、メイドさん達の

ダンスにあわせて一緒に輪になって踊りました。今回のセブ島の旅行は良い金婚式でした。

ドライバーさん、通訳さん、メイドさん、お世話になりました。本当にありがとうございまし

た。機会があれば、もう一度セブ島に行きたいです。

初体験にあふれたセブ旅行

両親と７歳の娘と３回目の旅でした。
ノープランでしたが沢山観光しました！

１歳の孫と海の中に入っての
水遊びはとても楽しかった♪

金婚式を迎えたセブ旅行　 ただいま、フィリピン・セブ島～神秘を感じる旅～

楽しみに待っていたセブ島旅行
２月１４日から１８日までの４泊５日

の旅です。友人６名で成田空港までの

ジャンボタクシーでは、ワクワク、ドキド

キでしたが・・・順調にマクタン・セブ空

港に着き、ドライバーさん、通訳のダイ

アナさんの迎えを受けた時は安心しま

した。真冬の日本から常夏のセブへ、マ

リンスポーツを楽しみにしていたので

すが、２日目は風が強くて船が出せな

く、市内観光とショッピングに変更。３日

目は雨でしたがボホール島へ。船上レストランでバイキング、そのままゆったりと現地住民

の村へ行きました。そこで火を噴くところを見せてもらったり、タイコ？をたたく体験などを

し、記念写真も撮りました。チョコレートヒル、かわいいターシャも沢山見れました。４日目は

快晴。皆で一緒にセブの海で泳ぎ、バーベキューに舌鼓。その後は、シーウォーカーも体験。

きれいな魚達が目の前に沢山集まり感激でした。お別れパーティーも楽しかったです。生バ

ンドの歌、メイドさん達の踊りの輪に誘われて、ダンスが苦手な私も踊っていました。日々の

生活も忘れセレブ気分を味わいました。これもワールドビッグフォーを紹介して下さった海

沼さんのお陰です。有難うございます。そして会社のスタッフの皆様、お世話になりました。

感謝、感謝です。

ちょうど誕生日と重なり、祝ってもらいました！

ちょうど３年前にふたりの結婚式のた
め訪れたセブ。今回は１歳になったば
かりの娘と、祖父母とその友人家族と一
緒に出掛けました。移動量も移動時間
も長いため、娘はグズるのかと思いき
や、成田までのバスもセブまでの飛行
機も、おやつを与えたらスヤスヤ。機内
の４時間以上も、乗客の皆さんにご迷
惑をお掛けすることなく過ごせました。
マクタン・セブ空港では前回もお世話
になった通訳のリサさんやエンジェル
さんと再会、笑顔で迎えてくれました。
到着翌日はボホール島へ訪れました。チョコレートヒルズでは、大自然が作った不思議な光
景にびっくり。さらにそれがサンゴで出来ていると聞き、この場所が海だったことにも二度び
っくりでした。ときどきスコールが降って来ましたが、運よくそれを避けながら、ターシャもち
ゃんと見ることができ、船上レストランも満喫できました。お部屋では、ノリのいいメイドさん
と娘が少しずつ仲良くなっていく様が見ていて微笑ましかったです。パパとの仲も良くなっ
たと家族みんなが言ってくれます。食事は、外食も毎回美味しく頂きましたが、ある日の夜は
皆で食材を買い出しに行き、使い慣れないキッチンに悪戦苦闘しながら思い思いのメニュ
ーを作って食べました。アクティビティで遊んだバナナボードではちょっとしたアクシデント
もありましたが、それも今となっては笑って話せる思い出です。最後まで思い出ぎっしりの旅
が満喫できました。毎日パクパクよく食べた娘の体重は、行きと比べると、ずっしりと重くなっ
ていました。

娘は毎日良く食べ、帰りには
ずっしりと重くなっていました！

マリンスポーツを楽しみにしていましたが
風が強く、市内観光とショッピングを満喫！

３年前二人の結婚式を挙げたセブ島。
今回はボホール島に行きました！

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴５年１０ヵ月　畑澤さん

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴５年　林さん

出発日１月３０日（６泊７日）
会員歴５年１０ヵ月　山下さん

出発日２月１４日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　濱名さん
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一昨年に体調を崩し、もうセブは無理
かなと思っていましたが、徐々に回復
し、今回の旅行が実現しました。３度目
のセブ！夢のようです。妹の友人達と総
勢６人、気心知れた仲間で出発しまし
た。２時間遅れでマクタン・セブ空港に
着くと、ガイド兼通訳のリサさんが思い
っきりの笑顔で迎えてくれ、故郷に帰っ
たようでした。翌日はゆっくりネイルア
ートやショッピング、初めてのニューハ
ーフショーを楽しみました。夜はコーラ
ルポイントリゾートのリビングに戻って

反省会と称してセブのビールで大宴会。それがまた楽しいこと！翌日のエネルギーになりま
した。４日目にジンベエザメに会いに行きました。すぐ近くで大きな口をあけ、餌を吸い込
む姿は圧巻でした。海の中のサンゴ礁もきれいに見え、水中で泳いでいる人がうらやましく
思えました。とても楽しい経験ができました。帰国前日、昭和１９年にレイテ沖で戦死した
伯父の慰霊をしました。通訳さんが生花を用意して下さり、持参したお米とお酒を海に捧
げ、手を合わせました。お参りでき胸がすっとしました。７日間の旅は、私達高齢者にとって、
ゆっくりとしたスケジュールで、通訳さん、運転手さん、メイドさん達皆が手を貸してくれ「だ
いじょうぶですか？」と声をかけてくれ、安心できる旅でした。皆様に感謝の気持ちで一杯で
す。本当に有難うございました。健康に留意し、また是非セブを訪れたいと思います。

ゆっくりとしたスケジュールで、私達にいつも「だいじょ
うぶですか？」と声をかけてくれ、安心できる旅でした！

いつの日か、この子達にも雨の日は
赤い長靴を、暑い日は野球帽を・・・

昨年の１０月に入会し、セブ島のプレ

ゼント券を見て『う～ん、これは３月ま

でにどうしても行かないと』と、思ってい

るところに『一緒にセブに行きましょ

う！』と声をかけていただきどんどん話

が進みました。まずは２ヵ月前に切れ

ているパスポート申請から。自分達だ

けで行くつもりが全て教えて頂き、セブ

にも一緒に行って下さるとの事。不安

は一切なく楽しみに待つだけの日々。

さて、いよいよセブ島に着き、南国ムー

ド満点のレストランで、通訳さんやドライバーさんも同席の美味しく楽しいディナーをいた

だきました。海に面したコーラルポイントリゾートは、メイドさんが隅々まで気を使ってくれ、

豪華で楽しく安らぎのある別荘でした。翌日から市内観光、食事、マッサージ、小さな島での

バーベキュー、ショッピングなどを楽しみました。マリンスポーツでは、緊張しながらもシー

ウォーカーを楽しみ、美しく楽しいニューハーフショーを夢中で見ました。コーラルポイント

リゾートの小さな岩場で、かわいい貝やカニを見つけて遊んだ至福の時間も貴重でした。ゆ

ったり過ぎたセブ島での楽しいお別れパーティー。食事、歌、ダンス、歓談等々。また、一緒に

行ける日が来ることを願います！

セブに癒されて

とても楽しい経験ができました！ また、レイテ沖で戦死
した伯父の慰霊にお参りができ胸がすっとしました！

初めてのセブを満喫させていただきました♪
また、一緒に行ける日が来ることを願います

初めてのセブ島で 夢のような７日間

青春時代の部活の先輩とセブへ
高校時代に部活を共にした仲間とのセ
ブ旅行。当時厳しい練習を自分から進
んで、いつも後姿を見せてくれていた先
輩の方 と々の旅行。ショッピング、マッサ
ージ、パラセーリング、ゴルフ・・・と、そ
の日の天候で計画を立て、雨の日は日
本からのソーメン、ちらし寿司等々、ス
タッフの皆さんと食事会をしたりして楽
しみました。仲間のご主人さん曰く、「皆
を見ていると姉妹の様だ」と言って下さ
りました。目的の一つに、仲間のご主人
の提案で現地の子供達に文房具を渡し

たいというのがありました。他の会員さんより、折り紙で夢をプレゼントしてきてと、いろんな
動物を折って下さり、現地の牧師さんの里子さん達に渡す事が出来ました。とても喜んで下
さり、皆で♪♪ドレミ♪♪の歌で別れて来ました。パーティーではバンドの方の歌に感動し、
一人一人の演出で、笑い声の中で心も身体もリフレッシュし、今もあの時の笑い声が聞こえ
てきます。マクタンにあるゴルフ場でのゴルフは以前より芝も美しく、キャディーさんのマナ
ーがとても良くなっており安心しました。なかなか体が素直に動かず、思うところにボールが
飛びませんが、仲間と話しながら健康でこうしてセブの空の下でゴルフが出来る幸せをしみ
じみ感じました。定年となりご縁ある出逢いの中で、７泊の旅を楽しみました。いつの日か
又、この様な笑いの絶えない旅が出来る時があれば・・・と願い、夏は会員さんのモロコシ狩
りツアーで再びお逢い出来る事を楽しみに、夕暮れの帰路につきました。赤羽さん今回色々
と大変お世話になりました。

『一緒にセブに行きましょう！』と声をかけて
いただき、ついに初めてのセブ島に来ました！

寒い日本から常夏のセブへ、４度目の
旅が始まりました。姉夫婦と親友夫婦
達総勢６人です。２日目の朝、美味しい
マンゴーをいただきながら、セブの朝
を満喫。午後から３年ぶりの手足のお
手入れ、明るいネイルで手を飾り、大好
きなショッピングを楽しみました。セブ
はビールがおいしい！上げ膳据え膳、日
頃の家事から解放され、ゆったり流れ
る時間は日頃頑張っている自分へのご
褒美。３日目はバディアンゴルフリゾー
トへ車で移動。途中初めて小さな滝を
案内していただきました。道より近く、７０メートルの滝は見事でした。翌日ジンベエザメに
会いに行きました。船が揺れ大きな波で体がずぶ濡れになりましたが、大きなジンベエザメ
が何頭もいて、思わず“すごい”と叫んでいました。翌日お天気が悪く波が高い為、近くの海辺
で焼肉をいただきました。日曜日だったので多くの地元の家族連れが浜辺で泳いだり、波で
遊んでいました。デパートへ行くと丁度バレンタインデーの飾り付けがされていて、楽しい雰
囲気で、こちらでは男性が女性にバラの花束を贈ると聞いてびっくり。文化の違いを感じまし
た。コーラルポイントリゾートからは海から昇る朝日、また沈む夕陽を眺めることができ、宇
宙の大きさを実感し、日本では絶対味わえない感動が一杯でした。日頃の疲れを全部癒し、
エネルギーをいただいて、また日本へ戻って頑張ろう！とファイトが沸いてきました。セブ最
高！また来ます！通訳さん、運転手さん、メイドの皆さん、ご親切に感謝します。

ジンベエザメに会いに行きました！ 大きなジンベエザメ
が何頭もいて、思わず『すごい』と叫んでいました！！

バレー部先輩ご夫婦の珍道中でした。
当時回転レシーブ頑張りました！！

セブはビールがおいしい！ 上げ膳据え膳、日頃の
家事から解放され、ゆったり流れる時間でした♪♪

出発日２月８日（６泊７日）
会員歴８年１０ヵ月　藤木さん

出発日２月８日（６泊７日）
会員歴５年９ヵ月　矢口さん

出発日１月２５日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　小池さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴１８年２ヵ月　池上さん
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初めてのセブ島への旅行は、とても楽
しい旅行でした。何よりとても良かった
のは、宿泊先コーラルポイントリゾート
のメイドさん達と毎日関わっていく中
で、言葉だけではなく他の色々な事で
も通じ合える事を感じた事でした。今回
は２度目の海外旅行でしたので、英語
も全く出来ないため、メイドさんとのコ
ミュニケーションは最低限の事以外は
難しいかなと思っていました。でも、今
回の旅行でメイドさん達と日々過ごし
ていく中で、笑顔を交わす事だったり、

ちょっと触れ合うことだったり、音楽を聴いて一緒にダンスを踊ったり、また綺麗なお花を持
ってきてプレゼントしてくれたりと、言葉だけではない、沢山の心のこもったやりとりで通じ
合う事ができるのだという事に、とても感激しました。その感動は、言葉以上のものであり、
通じ合えた時の喜びは計り知れないものでした。９歳の娘も、一緒に過ごさせて頂いたの
ですが、皆さんにとても可愛がって頂き、５日間言葉が通じなくても娘は本当に楽しそうに
過ごしていました。セブ島の海や食事、街並みなど、どれも素晴らしいものでしたが、私はこ
の国に住む人々の、温かい心、少しシャイなところ、音楽を愛しているところ、そしてとてもピ
ュアで素敵な人間性に、とても癒されました。言葉だけではない大切な事を、親子共々、沢
山伝えてもらった気がします。素敵な旅を、本当にどうも有難うございました。

娘も皆さんにとても可愛がって頂き、言葉だけではない
大切な事を、親子共々沢山伝えてもらった気がします！

餌を飲み込みながら近づいてくるジンベエザメ
に大興奮！水中で写真を撮ってもらいました♪

初めてのセブ！向こう一週間の天気予

報の悪さに尻込みする主人を連れ、７

泊８日の６人の旅が始まりました。初

めてづくしの旅、到着したマクタン島

はやはり雨。この旅は思ったより美味

しい夕食でスタート。次の日は雨とあ

って市内観光と食事を中心に堪能し、

足のマッサージを受け１日は終わりま

した。翌日は、予報とはうって変って最

高の天気！バディアンゴルフリゾート

に行き、ゴルフ好きの主人と私はゴルフ！一人ずつのキャディーさんに驚きましたが最高

でした。親切な運転手、通訳さん、楽しいメンバーに恵まれ、その後もジンベエザメを見た

り、シュノーケリングをしたり、きれいな海に驚かされました。船上でのバーベキューも楽

しかった！部屋に早めに帰り、早めにマッサージを受け、翌日はまた楽しむの繰り返しで、

あっという間の８日間でした。次は今回できなかったマリンスポーツを楽しみにセブを後

にしました。この楽しい旅行が出来たのは、どこまでも親切なメイドさん、運転手さん、通

訳さん、そして楽しい仲間の皆さんに感謝の一言です！メイドさんとのダンスは忘れられ

ない旅の１ページでした。ありがとうございました。また是非、行きたいです。

二つのバースデー・滝に打たれる

どれも素晴らしいものでしたが、私はこの国に住む人々の
温かい心や、とてもピュアで素敵な人間性に癒されました♪

楽しいメンバーに恵まれ、ジンベエザメを見たり、シュ
ノーケリングや船上バーベキューも堪能できました♪

初めてのセブ 素敵なセブの人達

感動のセブ旅行
師走で目の回るほど忙しかった昨年。
一年の締めくくりに、寒い東京から「南
国の楽園」セブ島へ。重いコートを脱い
で、Ｔシャツ１枚になって、美しい草花、
青い空と海に囲まれて、心も体も癒さ
れて来ました。夜、マクタン・セブ空港に
到着。翌日朝６時、バディアンゴルフリ
ゾートへ出発。３時間でゴルフ場に。夫
がゴルフを楽しんでいる間、通訳ガイド
のリサさんと２人でカワサン滝へ。イカ
ダに乗り滝に打たれ、肩こりも楽に。次

の日、夫と一緒にジンベエザメのいる海へ。大きな口を開けて餌を飲み込みながら近づい
てくるジンベエザメに大興奮！水中で写真を撮ってもらいました。コーラルポイントリゾート
に戻り、翌日は朝からマンゴー工場で見学＆買い物。お昼はビーチでバーベキューを楽し
み、夕方セブ市のマーケット内でマッサージをしてもらい、夜は生バンドのライブハウスで
夕食を頂きながら、夫からのサプライズ“リクエストソング”のプレゼントにハートがキュンと
しました。それからソシアルダンスを踊って夜遅く帰ったのですが、メイドさんたちが帰りを
待っていてくれました。フィリピンの方はパーティーが大好きということでしたが、今回お正
月休みで子供達が川や海、観光地で遊んでいるのを見ているのも楽しかったです。ワールド
ビッグフォーのスタッフの皆様の“おもてなし”がとても嬉しく、最高の夫婦旅行となりまし
た。皆様ありがとうございました。

最初は天気予報の悪さに尻込みしていま
したが、きれいな海をみることが出来ました！

二日目の昼食に寄ったレストランで〝
何か証明書を持っている？″と聞かれ
不思議に思っていた私に、店のスタッ
フさん方がケーキを持って、ハッピー
バースデーを歌って祝って下さいまし
た。感激！！夕食はちらし寿司と日本そ
ば、メイドさん達の手作り料理でのパ
ーティーでした。途中明かりがパッと
消え、再び明るくなると、ものすごいク
ラッカーと紙ふぶき、ハッピーバース
デーの歌と共に大きなケーキを持っ
たメイドさん方が現れてビックリ！！え
～又なの～！！こんな誕生日初めてです。嬉しい楽しいパーティ－でした。皆ありがとね～。
バディアンゴルフリゾートに移動していざカワサン滝へ！初体験のイカダに乗り、滝壺近く
に着くと「一列でうつぶせに寝て下さい」との事。これじゃ滝壺が見れないじゃんと思いつ
つ、暫くすると後頭部と足に物凄い勢いで水がたたきつける。「頭が割れる！！呼吸が出来
ない！！」耳を手でおさえたえる事数分、やっと一息つくと「危ないから少し前に移動して」と
の事。そしてまたもや強烈なる滝の洗礼を受けました。カワサン滝はイカダに乗り、滝見
物では無く、まさに滝に打たれる！！貴重な体験をしました。小学校から高校迄ずっと一緒
だった友人二人と高校での部活の後輩二人、五人の仲間とその家族との夢の様な旅が実
現しました。ワールドビッグフォーならではの旅と深く感謝しております。皆ありがとうネェ
～。大きな思い出が又一つ出来ました。

カワサン滝の滝見物は、滝に打たれる
修行です。強烈な洗礼を受けて来ました！

寒い東京からセブ島へ！ Ｔシャツ１枚になって、美しい草
花、青い空と海に囲まれて、心も体も癒されて来ました！！

こんな誕生日初めてです！！皆ありがとう～！！

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴４年１１ヵ月　浦野さん

出発日１１月１９日（４泊５日）
会員歴５年　夏目さん

出発日３月８日（７泊８日）
会員歴５年８ヵ月　北村さん

出発日１２月２６日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　石塚さん



7 8

いつか行きたい！と思っていたセブ♡
主人の定年退職を待って実現しまし
た。ダンス仲間のママも誘い、朝田さん
と４人の楽しい旅です。セントレアのフ
ローズンビールから始まり、毎晩毎晩
美味しいワイン。いろいろなレストラン
で世界各国のお料理に舌鼓を打ち、少
し太ったかな（笑）。到着直ぐに頂いた
マンゴージュースの濃厚な味、メイドさ
んが作ってくれる可愛らしい朝食、とに
かくセブは食べ物がおいしい！！お部屋
はどこも高級感に溢れ、お洗濯から荷

物運びまで全てメイドさんがしてくれる...というセレブ生活。毎日だったらボケそうだけど、
毎年一度位はいいかなぁ♡天気にも恵まれ、パラセーリングやシーウォーカーも楽しみま
した。パラセーリングは３人一緒に上げてくれ、二度も海の中へ落として貰いました（笑）。
水中散策はきれいな熱帯魚がたくさんいて、エサの入れ物を振ると、色とりどりの魚が寄っ
て来ます。船に上ってエサがドッグフードと知った時はビックリでした。島へ渡ってのバーベ
Q、帰りの船では雨になり、皆でバスタオルをかぶった事も今は楽しい思い出です。夜のダ
ンスでは、めいめいにA級選手並みのお相手が付き、ソフトなリードにうっとり♡知らない
足型も自然に踊れ、身体の芯からリズムを楽しむことができました。メイドさん達のダンス
も若さいっぱいでノリノリ！セブは物価も安いし楽しみ方も山程ありますから、今度は子供
達や孫も連れ、皆で行きたいと思います。お世話頂いた朝田さん、リサさん、ベルちゃん、本
当にありがとう！！楽しかった～！！

お魚達にあげるエサはドッグ
フードって知ってましたか？

陽気なドライバー、ベルさんと
バーベキューに行く船上です！

今回の旅行は３泊４日と短めでした
が、十分満喫することができました。空
港を出たらすぐに通訳さんが待ってい
てくれ、その後もずっと私達の旅行に
同行して、リクエスト通りに案内してく
れたため、初めての土地でも安心して、
快適に過ごすことができました。よかっ
たことの一つはコーラルポイントリゾ
ートです。豪華施設の１フロアーがす
べて、メイドさん付きの貸し切りという
ことで、本当に快適でした。広々とした
海の見えるリビングに着いてウェルカムドリンクのマンゴージュースを飲むと、旅の疲れも
癒されました。メイドさんたちもみんな気さくで、子どもたちもすぐになついていました。到
着翌日は、アイランドホッピングとランチパーティー。貸し切りボートで１時間ほど行くと、白
浜のとてもきれいな島に着きました。見渡す限りの青い海。肌に当たる潮風がとても気持ち
よかったです。海で遊んだ後はシーフードバーベキュー。みんな美味しく頂きました。午後は
家族みんなでパラセーリングに挑戦。「空を飛びたい！」と言っていた子どもたちの夢がかな
って大満足。風を浴びながら、高い所から眺める青い海、マクタン島の緑はとてもキレイでし
た。海にもぐったり、きれいな貝殻を探したり、６歳の娘が１番楽しんでいたかもしれませ
ん。セブ観光もドライバー＆通訳さんの案内で安全かつ快適にできました。３泊４日でした
が、子どもから大人までみんなが満喫できる旅行でした。

お年玉旅行

いつか行きたい！と思っていたセブ♡ 主人の定
年を待って実現しました。二度目の新婚旅行！？

見渡す限りの青い海。肌に当たる
潮風がとても気持ちよかったです♪

海を満喫した セブ 家族旅行 二度目の新婚旅行！？

世界の大富豪の別荘でのセレブ体験
雪景色の長野県を後に、中部国際空港
セントレア。名古屋からセブへPR４７
９便で１９時５分着。通訳のリサさん
に迎えられ、私のセレブ体験のははじ
まり、はじまり～♪現地スタッフベルさ
んの運転でコーラルポイントリゾート
に着きました。ガードマンが門をまるで
自動ドアの様に開けてくれました。１０
人ほどのメイドさんが「お帰りなさい」
と出迎えてくれました。A棟の４階が私
達の別荘。数年前にセブ島を訪れた事
が有りますが、ワールドビッグフォーリ

ゾートは初めてです。気持ちの良いオイルマッサージ、セレブな部屋で夢の中。翌朝目覚め
リビングに行くと、メイドさんが「おはようございます」と声をかけてくれました。友人の百瀬
夫妻と友人と私、４人です。マンゴーアレルギーの私のためにいつもバナナとパイナップル
の生ジュースを用意していただき美味しく飲みました。マリンスポーツはシーウォーカー、パ
ラセーリングでは３人で飛び、恐怖感は無く大きな声でワーワー・キャーキャー海に落ちる
時はスゴイ！シュノーケリングで遊んでいる間に、メイドさんとベルさんがバーベキューの用
意をしてくれたので（島に上陸時にたくさんの魚や貝を売りに来た）遊んでいる間に食事の
準備が出来ている事に感激しました。まさにセレブ体験です。ダンスホールでラテンリズム
を楽しみ、セブ島のお祭り前夜は、私達のバイバイパーティー。リサさん、ベルさん、大勢の
メイドさん、私の旅同行のみなさま、ありがとう。

豪華施設の１フロアーがすべて、メイドさん付
きの貸し切りということで、本当に快適でした！

お正月休みに暖かいセブへ旅行できる

なんて最高！！冬の日本を脱出して成田

から一路南国へ。マクタン・セブ国際空

港に降り立つと、真夏の空気と共に気

持ちも、ゆったり、のんびりしてしまうか

ら不思議です。フィリピン・セブに来た

ら地元のお料理をいただくのが一番

と、毎日地元のレストランで美味しいフ

ィリピンの食事と飲み物・・・太ってしま

った！毎日の予定を立てるのも自分流で自由です。翌日のお天気と相談して、ゴルフと釣りと

バーベキュー。マリンスポーツは、空、海上、海中と忙しい。疲れたらお昼寝、若くてかわいい

メイドさんたちとティータイム。上げ膳据え膳で最高のお正月でした。ドライバーさん、通訳

さん、私たちの我儘をみんな聞いてくれて本当に有難う。そして遠く日本から心配メールを

毎日してくれた朝田さんサンキュ！今年は素晴らしいお年玉をもらった気分です。２０１７

年もステキな一年になりますように。

毎日の予定を立てるのも自分流で自由です。
上げ膳据え膳で最高のお正月でした！

Ａ棟４階リビングでNHKドラマ
べっぴんさんを見ています♪

マリンスポーツは、空、海上、海中
と忙しい。大きいヒトデも収穫♪

出発日１月２日（４泊５日）
会員歴４年２ヵ月　浦野さん

出発日１月１１日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　百瀬さん

出発日１２月２８日（３泊４日）
会員歴３年５ヵ月　近藤さん

出発日１月１１日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　田中さん
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ベストシーズンを狙って９名でセブ旅
行！！マクタン・セブ空港からコーラルポ
イントリゾートまでの道は何回も通っ
ているので、なぜか懐かしくホッとする
感じがしました。私は４回目ですが、今
まで天候の関係でマリンスポーツは出
来ませんでした。入道雲と真青な海、真
夏の太陽の中でパラセーリングを経験
し、思ったより怖さも無く、気持ちが良
い。泳げない私にとっては、シーウォー
カーは不安が多かったです。ラニーニ
ャ現象でチョコレート・ヒルが緑だった

事は残念でした。昨年は、トライアスロンの世界大会、今回はアジアサミット、またマクタン
島の首長ラプラプがマジェランを破ったマクタンの戦いを再現する祭りにあたりにぎやか
でした。アメージングシアター（ニューハーフショー）も思ったより楽しかった。夜景を見るた
め夕方から山に上がり、夕日を見ながら、セブ島を見ると全体が見渡せ、コーラルポイントリ
ゾートやセブ市に繋がる橋など全体像がわかりとても良かったです。夜は仲間と語り合い楽
しみました。プールで泳いだり、ショッピング、マッサージと日頃体験できない事を時間の流
れも気にせず過ごす事が出来、リゾート気分を満喫しました。これは毎日、気持ち良く接して
下さるメイドさん、通訳さん、ドライバーさんのお陰と感謝しています。ありがとうございま
した。何回行ってもまた行きたくなるセブ島です。

４回目にして叶ったマリンスポーツ体験、
パラセーリングは思ったより怖くなかったです！

前回出来なかった市内観光も出来ました。
毎日天候にも恵まれて良かったです♪

ワールドビッグフォーの設立と同じ年
に結婚し、子育てと仕事がひと段落。
先日卒業式を二つ終え、足が不自由な
私ですが、家族三人でのセブ旅行へ。
セブ島は未知の国。発展途上国は初
めて。これから生きて行く上で絶対に
見せておきたい国の１つでした。夜現
地に着いたので町の暗さにビックリ！
コーラルポイントリゾートの部屋に着
いて大きさにビックリ！落ち着かない
私達でした。翌朝バルコニーから見え
る雄大な海の色と広さに感動し、メイドさんが用意して下さったフレッシュジュースで次
女と長男の卒業を祝い乾杯しました。旅の目標の１つ、マジェランクロスとサントニーニョ
教会見学は日曜日という事もあり、溢れんばかりの人々がミサに来ていて信仰の深さを感
じました。目標２はボホール島のチョコレートヒル（歴史的遺産）に登る。登り終えた先に
見えた風景は幻想的で「素晴らしい」の一言に尽きます。山林の中にいるメガネザル（ター
シャ）にも会え満足！二人の子供もプールに存分入り、海上レストランでのフィリピン料理
やスペイン料理、『美味しかった～』の連発♪ツアー旅行では味わえない自分達だけのプ
ランが楽しめ、安心して過ごせる。ドライバーさん、通訳さん、メイドさんがいるワールドビ
ッグフォーの会員だから実感する事が出来たのだと思います。次回は主人と長女と家族５
人で一緒に行けたらと思っています。素晴らしいセブ旅行でした。

可愛いメガネ猿のターシャに会えた！

夕日を見るため山に上がるとセブ島全体が
見渡せ、全体像がわかりとても良かったです♪

二人の子供もプールに存分入り、海上レストランでのフィ
リピン料理やスペイン料理、『美味しかった～』の連発♪

エメラルドグリーンの海に乾杯 楽しかったセブ旅行

２回目のセブ島
２回目のセブ島旅行がこんなに早く実
現するとは思いませんでした。１回目が
半年前の８月に訪れて一年未満にまた
訪れるとは・・・。前回出来なかったこと
を是非、体験したいと楽しみにセブへ。
メイドさんお手製のマンゴージュース
をいただいた時、セブ島に帰って来た
と感じました。翌日より早朝のパラセー
リングで大空へ。眼下の世界を見なが
ら風の音しかしなく、地球が丸く感じま
した。ヘルメットを付けての海底散歩も
水面下約５mのところで熱帯魚へエサ

を与えると、魚で前が見えなくなるほど集まってきて大変感動しました。ボホール島では乾
季に見ると良いと言われたチョコレート・ヒルを見に行きました。チョコレート色は一部でし
たが、大変きれいでした。前回少ししか見る事の出来なかったターシャを沢山見る事が出
来、大変満足しました。前回は市内観光が出来なかったので、今回は観光もしました。最後
にセブ島の展望台からの夜景を見せてもらいました。夕焼け・夜景を見ている人が大変多
く、セブ空港の離着陸もわかり綺麗でした。コーラルポイントリゾートのプールで泳いだり、
敷地内を散策したり、ゆっくり出来ました。前回、天気は良かったが、波が荒く船酔いもし、島
へ渡るのも大変でしたが、今回は毎日天候にも恵まれ、風も無く波も静かで気持ちの良い
船旅でした。１日１日があっという間に過ぎてしまい、大変良い時を過ごさせてもらいまし
た。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんお世話になりました。ありがとうございました。

素晴らしいセブ旅行でした♪ツアー旅行では
味わえない自分達だけのプランが楽しめました！

マクタンセブ空港に無事到着。手続き

を済ませコーラルポイントリゾートへ！

笑顔のメイドさんと美味しいマンゴー

ジュースが迎えてくれました。「ただい

ま～」セブ。２日目はマリンスポーツ、パ

ラセーリングに挑戦。最初はとっても怖

く、ビクビクでした。大空に上がって行く

に連れて素晴らしい最高の眺め！大空

高く空を飛ぶ。あっと言う間の空中散歩

（ずっと飛んでいたかった）。ボホール

島では世界最小のメガネ猿、可愛いターシャに出会う。不思議な形の山々が連なるチョコレ

ートヒル（雨が多い為とか）で１７７６コの山のうち、チョコレート色は２つだけ。爽快な風

に吹かれ、１時間のロボク川クルーズ（最高）。次の日はゆっくりとプールで！そしてショッピ

ングにマッサージ、バーベキュー、パーティーにと楽しい毎日を仲間と過ごす事が出来、とて

も幸福でした。忙しい生活から離れ６泊７日、あっという間の７日間でした。色 と々ハプニン

グもありましたが、楽しい思い出です。計画してくれた山浦さん、豪華な宿と島巡り、パーティ

ーをプレゼントして頂き、行方会長はじめスタッフの皆様、本当に感謝です。有難う御座いま

した。今度は家族と一緒に来ます。

最初はビクビク！飛んでみるとあっと
いう間。ずっと飛んでいたかったなぁ

コーラルポイントリゾートのプールで泳いだり、
敷地内を散策したり、ゆっくり出来ました！

忙しい生活から離れ６泊７日、
あっという間の７日間でした！

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴１１年３ヵ月　小林さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴２年１０ヵ月　山浦さん

出発日３月１８日（５泊６日）
会員歴４年　松村さん

出発日４月２０日（６泊７日）
会員歴２年８ヵ月　平尾さん




