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至福の時を奏でる ワールドビッグフォーリゾート

ごあいさつ
大自然を楽しむ究極の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ！

海外旅行者から人気が高く、老若男女を問わずご満喫頂けますセブ島の環境は
１年を通して温暖で快適な魅力溢れる南国の島。近年、フィリピン経済の更なる発展に

伴い日本から渡航する利便性が向上、自然保護重視のインフラ整備の拡充も女性に優しい環境
づくりが推進されておりますので、皆様のご旅行日程を選ぶことなく、ご家族やご友人との心に
残る最高の思い出づくりがいつでも気軽に楽しめます。是非皆様もワールドビッグフォーリゾー
トへ！セブ島の雄大な大自然の恩恵は皆様の笑顔を大いに実らせ、日本では味わう事のでき
ない身体に優しい環境づくりは元気を育み幸福へと導く健康長寿の鍵となるでしょう。
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。
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至福の時を奏でる ワールドビッグフォーリゾート

＜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！紅葉の美しい爽やかな季節「読書の秋、スポ
ーツの秋、食欲の秋」会員の皆様はどの秋を堪能されていますか？一年を通じて温暖な気候とア
ットホームな旅が楽しめるセブ島・ワールドビッグフォーリゾートでは、皆様のお越しを心よりお待
ちしております。尚、ご予約は最長３６０日前から可能です。２月から４月、及びピークシーズンは
大変混雑が予測されます。なるべく早期でのご予約をお勧め致します。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

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１０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

１１／０１～０３／３１ ￥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）

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 ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０

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
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念願叶って４回目のセブです。今回は
主人も行く気満々で仲間に入れて頂
き、夫婦で行ける喜びと感謝の旅でし
た。船上でバーベキューのおもてなし
を受けながら向かったカオハガン島
で目にしたものは、高床式住居、手洗
い洗濯の風景、野放しの鶏、ヤギなど、
そんな暮らしの中に笑顔の子供達の
姿、幸せそうな人々の顔を見た時、全
く異なる価値観の違いに驚きました。
確かに青い海と緑の木々など自然の
恵みが詰まっている贅沢な空間です。

この島は日本人の所有者が「何もない豊かさ」と掲げておりますが、島民にとっては、家族
に囲まれ自然に身を任せた“のんびり”とした生活。便利なものが何もないからこそ心豊
かに感じているのでしょう。確かに車もないので交通事故の心配もなく、犯罪もなく、スト
レスのない穏やかな生活の様です。この様な幸福感もあるのですネー。我に顧みると物
が豊富で情報豊かで便利な事を当たり前の様に思い生活していましたが、そのことにさ
らに感謝し、そして反省をします。離島時には、美しい海に魅了されていました。カメラに
向いて思わず手を挙げ、ピースポーズをとりました。翌朝はセスナ機での空中遊覧で層を
成した果てしなく続く別世界のような海と、ボホール島のチョコレートヒルズなど、素晴ら
しい景観を満喫しました。他にも楽しい事が盛沢山でしたが、感想は今回初体験の話に
絞りました。セブは何回行っても感動し、学びを頂きます。お世話になった皆様、そしてワ
ールドビッグフォーに感謝致します。

カオハガン島では、自然に身を任せた“のんびり”とし
た生活を垣間見て、美しい海に魅了されていました！

最後の夜も生バンドに踊りに、また訪れた
い気持ちになりました。お世話になりました！

今回はゴルフ合宿！！と称して両親、
兄と４人でゴルフを２ラウンド行
いました。ゴルフ経験の少ない私で
すが、１人に１人つくキャディーさ
んがとても親切に教えて下さった
り、「ファイト！」と励まして下さった
為、いつもよりスコアが良くてとて
も気持ちよく出来ました。更に気持
ちよかったのは、ゴルフ後のマッサ
ージです。通訳のリサさんが「セブ
のマッサージは気持ちがいいよ～」
と勧めて下さった通り、全身丁寧に
オイルマッサージをして下さった
為、翌日も元気にゴルフをする事が出来ました。最終日はずっと憧れていたマリン
スポーツ！！シーウォーカーとパラセーリングを行いました。シーウォーカーは海に
入るまで緊張しましたが、スタッフの方が手を握ってスポットまで誘導して下さり、
安心して海の景色を堪能できました。パラセーリングはとてもゆっくり動くのでのん
びりとセブの風を全身で感じる事が出来ました。今回マリンスポーツをした場所は
マクタンで唯一、日本人スタッフが運営している場所との事でした。このように安心
して過ごせるのは全てワールドビッグフォーが「安心して過ごせる場所」を選んで下
さるからだと実感しました。これはワールドビッグフォーでしか体感できないと思
います。今度は５年と経たないうちにまた来たいです！！最後に親切に対応して下
さった通訳さん、ドライバーさん、メイドさんありがとうございました。

セレブの旅をありがとう

空中遊覧では別世界のような海と、ボホール島の
チョコレートヒルズなど、素晴らしい景観を満喫しました！

ずっと憧れていたマリンスポーツ、最初
は緊張しましたが安心して楽しめました！

５年ぶり、２回目のセブ 感謝のセブ旅行

２度目のセブも楽しかった！
私達はセブが初めての３人、２度目の
２人、ベテラン３人の総勢８人で５日
間の旅でした。前回も毎日朝から夜ま
で充実していてしっかりセブ島を満喫
できました。夜はマッサージでリフレッ
シュ、また一日中遊ぶというアッと言う
間の初セブ島でした。今回は２度目と
いう事もあり、前回とは違う日程を考え
てもらい、船でバーベキューをしてカ
オハガン島へ出かけ、小さな島の中を
見学しました。セスナ機に乗り１時間、

空中からチョコレートヒルやきれいな海を眺めていると、カッコイイ機長が突然急降下を
始め〝キャー！キャー！！″とスリル満点。私は機長の隣で操縦させてもらい、良いみやげ話
が出来ました。友人の誕生日が丁度重なり、豪華食事中に突然お店のスタッフの方達が
集まり、大勢で♪HAPPY BIRTHDAY♪を歌って下さり、ケーキを持って来てくれました。友
達はウルウル、周りもウルウル、嬉しいひとときで、心もお腹もいっぱいになりました。私
の膝の調子が良くなくて少し心配でしたが、運転手のナルドさん、通訳のリサさん、メイド
さん達の優しい心遣いが感じられ、皆と一緒に行動出来た事にとても感謝しています。空
の青さと澄んだ海、美味しい果物、優しく明るい人々。最後の夜も生バンドに踊りに、また
訪れたい気持ちになりました。お世話になりました。

家族４人でのセブ旅行。こんなに安心できる
旅はワールドビッグフォーでしか体感できません！

初めてのセブ島２人を含め、４人の参

加でした。私は３度目のセブだったの

で、お米を持参、ごはんを炊いて貰い、

みそ汁と一緒にいただいた朝食はと

ても美味しかったです。カワサン滝は

遠いのでバディアンゴルフリゾートに

泊まり、川沿いを３０分歩き筏に乗

り、滝の下に入った時は、水圧で骨が折れるのではないかと思う程の勢いでしたが、貴重

な体験でした。シーウォーカーも体験しました。白い砂浜の無人島で船を停め、船上バー

ベキューをしたり、船の上から海に飛び込み皆で泳ぎました。お天気に恵まれた５日間は

あっという間に過ぎ、最後のお別れにはマルコポーロホテルでの食事。幸せいっぱいのセ

ブでした。大勢の現地スタッフの皆様に支えられ、良い思い出が増えました。ありがとうご

ざいました。また行きたいです！

滝の下に入った時は、水圧で骨が折れるのではない
かと思う程の勢いでしたが、貴重な体験でした！（笑）

友達の誕生日と重なり、お店のスタッフ
の方達の歌とケーキに皆ウルウル♪

船の上でのバーベキューや泳ぎも楽しみました！
お天気にも恵まれ、幸せいっぱいのセブでした♪

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴８年３ヵ月　橋谷さん

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴１０年９ヵ月　木村さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴１５年５ヵ月　石口さん

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴８年２ヵ月　後藤さん
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友達に誘われて、「セブに行こう！」と会
員になった私。セブがどこにあるかも
解らず、まずはネットで探してからの
スタートです。関西空港から一路セブ
に到着。南国の雰囲気に忙しい日々を
忘れて楽しもうと思いました。着いた
のが夜で、専属の通訳兼ガイドさんと
ドライバーさんについていただき、さ
っそくレストランでフィリピン料理を
堪能しました。ビールが美味しかっ
た。今回の宿泊地コーラルポイントリ
ゾートのビラに着くと、かわいい笑顔
のメイドさんが言葉も片言で私達の

お世話をしてくださいました。部屋の素敵な事、一人でこの部屋は贅沢で広すぎる。皆で
お喋り三昧で夜を明かしました。さっそく次の日から市内に繰り出し、歩いても歩いても
飽きないショッピング。夜は大笑いのアメージングショー。男性の綺麗な事！３日目はボ
ホール島めぐり。いよいよ待望の海水浴。何年ぶりかの海遊びに皆大はしゃぎ。昼のバー
ベキューの美味しかった事！！次の日からはコーラルポイントリゾートの施設内でリゾー
ト気分を満喫しようと、ゆっくりのんびり気楽に過ごし、エステにオイルマッサージにと心
身共に癒されました。お別れパーティーでは、生バンドに唄、スタッフの方々によるダン
スで皆大盛り上がりのおもてなしに大感激でした。今回の旅行で初めて出会った方々、
皆様方の仲間入りをさせていただき感謝の気持ちでいっぱいで帰路につきました。一期
一会、本当に楽しかったセブ旅行。また機会をみて、命の洗濯に皆でセブにレッツＧＯ！！
次はジンベエザメを見たいです。本当にありがとうございました。

一期一会、本当に楽しかったセブ旅行。また機
会をみて、命の洗濯に皆でセブにレッツＧＯ！！

カオハガン島へ渡りました！島では海の幸、ビール
で喉を潤し私達のお腹も満足させて頂きました♪

今回は、総勢１１名で参加。遠藤理

事、通訳のリサさん、ドライバーのレオ

ナルドさんのお出迎えで、早速フィリ

ピン料理店へ。１年振りのマンゴージ

ュースとビールで乾杯！翌日、高速道

路で４時間かけてワールドビッグフォ

ーの施設、バディアンゴルフリゾート

へ。早起きはジンベエザメを見る為、

４時に起床し車中で朝食。現地に着き

説明を聞いた後、ボートに乗り込む。

おとなしいジンベエザメですが、何頭ものサメが大きな口でエサを食べながら回遊する

姿に感動！！朝４時の起床はきつかったけど、その甲斐がありました。その後、大きなココ

ナッツの実ジュースをストローで飲みましたが、すっきりとした甘みでとても美味しかっ

た。セブに戻り昼食はイタリアン、夜はロブスター等の海鮮料理を堪能した。翌日、主人と

息子はセブでゴルフ、私達はマリンスポーツを楽しみ、昼はゴルフ組と合流しバーベキュ

ー。その後、家族でバナナボートを楽しみました。４泊５日、２回目のセブ旅行も終わり無

事帰国しました。滞在中、お世話になりました皆様に感謝しております。３回目はコーラル

ポイントリゾートでゆったりとした時間を過ごしたいと思っております。

３回目のセブ旅行

忙しい日々を忘れて楽しみました！ かわいい笑顔
のメイドさん達お世話いただき贅沢な時間でした♪

カワサン滝の筏に乗り、皆で大騒ぎ！！

２回目のセブ旅行 楽しかったセブ旅行

３回目のセブの旅
前回は大勢で車２台の大移動でした
が、今回は４人旅でした。いろんなシ
ョッピングモールで買い物を楽しみ
「７Ｄのドライマンゴー」を買うのに、
通訳さんが朝早くから並んで段取りを
して下さり感謝でした。食事はフィリピ
ン料理をメインに食べ、日本人に合う
味でとても美味しく頂きました。カオ
ハガン島へバンカーボートで綺麗な
海を見ながら渡りました。大きなヒト
デ、海ヘビ、イルカが私達を楽しませ

てくれました。島では海の幸、お肉等でバーベキューをして下さり、ビールで喉を潤し私
達のお腹も満足させて頂きました。島の子供達と記念写真もパチリ。シーウォーカーで海
の中の魚と遊び、手の中のえさをつついて食べてくれ、その感触がたまらなく感激。残念
な事にカメラマンがヘタなのか良い写真が無くガッカリ！！初めてのカジノデビューは少
しの時間でしたが楽しく遊んだり、オイルマッサージで癒されたり、のんびり過ごしまし
た。最後の夜はとても広くてきれいなお店のバイキングレストランで和洋中の料理を堪
能させて頂きました。ワールドビッグフォーリゾートの従業員さん達はお出かけする度
に、時間が早くても遅くてもお迎え、お見送りをして下さり、車の乗り降りにも気遣って下
さったり、荷物を持って下さったり本当に感謝感謝でした。通訳のダイアナさん、ドライバ
ーのナルドさん、メイドさん達には大変お世話になりありがとうございました。

総勢１１人での旅行！バディアンゴ
ルフリゾートの野外で食事を堪能！

今年もまた２月、雪の新潟から出か
けて行きました。周りからは、「なぜ
この時季に行くの？」と言われるが、
身体がちじこまって（小さく固まる
様）寒くて外に出たくない時だから
こそ「暑い島へいかんかね（いきま
せんか）」と言われてまたセブ島へ
行って来ました。今回もグループの
代表として、さらに今年はプラスα
金庫番（一人一万ペソを事前に預か
り）という大役を仰せつかり、昼食・
夕食の支払い、一日終了の通訳・ド
ライバーへのチップ支払いと常に頭
の中はチップチップ。常にいくらか
な？いくら払えばいいの？とお金のこ
とばかり。自分自身のお金は隣にお
いて常にお金が頭の中に有り、自分
のお金は帰り土産のドライマンゴー
くらい。お陰で持参した小遣いは大きく余り良かった・・・帰国前日の朝には最後のチ
ップを残し早くも各人に還付を行う。当初３回目だからまた同じところの見学かなと
思ったが、遠藤理事の名プランで１回目・２回目と違うセブ島を観れ、新たなフィリピ
ンを体感できました。今回は、皆さんカモテス島へ行きたいとの希望であったが、こ
の時季は波が荒く、船の出航が無理との事でやむなく断念。代わりに、バディアンゴル
フリゾートへ１泊２日で行くことになる。一緒に行った仲間がどうしてもセブ島でゴ
ルフをプレーしたいと言うので、ゴルフ組と遊びたい組とそれぞれ別行動。私は久し
くゴルフから遠ざかっていたのでパス。当初、滝見学のつもりでいたが、皆さん滝に
打たれて１０８煩悩を払いたいとの希望で、新潟市から来られたお二人を含めて総
勢９人で滝打たれに出かけることになった。遠くから見ていると大したことないなと
思っていた滝打たれも、いざ本番。我々の番になると、どこからともなく般若心経のお
経を一生懸命唱える人もあり、楽しいカワサン滝であった。その他の遊びと言えば、船
に乗ってジンベエ鮫の見学、デパートでの買物とまたまた忙しい時間を過ごしたが、
正味３日間だったので、次は時間が取れれば、せめて一週間は留まりたいと思えたセ
ブ旅行でした。リサさん、レオナルドさん、メイドの皆さんありがとう。また行くね。

カモテスリゾートへの予定を変更してバディ
アンゴルフリゾートへ。近くの白い砂浜です！

ワールドビッグフォーリゾートの従業員さん達
には大変お世話になりありがとうございました！

今回、金庫番という大役を仰せつかり、頭の中はチッ
プチップ（汗）椰子の実ジュースでホッと一息です♪

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴５年５ヵ月　板倉さん

出発日２月２２日（６泊７日）
会員歴１年　田中さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　横山さん

出発日３月１９日（６泊７日）
会員歴７年２ヵ月　神保さん
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今回初めてフィリピン・セブ島に行き

ました。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のりで

は、地域によっていろいろな場所があ

ると感じ、学ぶ事がたくさんありまし

た。２日目はラプラプ公園に行って、

日本では売ってない様なキレイな貝

の置物やかわいいキーホルダーがあってとっても楽しかったです。３日目は海がとても

美しい島に行きました。一番に感じたのは、もぐった時に海の底まで見えた事と、泳いで

いる魚がくっきり見えたことにびっくりしました。そこではキレイな写真が撮れて良かっ

たです。４日目の夜はみんな一緒にパーティー。ダンスをしたり、唄ったり、とても楽しか

ったです。お父さんが誕生日だったのでサプライズケーキ。みんな笑顔で笑いが絶えな

い夜、最高でした。セブ最高！！

セブ最高！！ 海に向かっ
て皆んなでピース♪

“QQイングリッシュスクール”の様子を拝見！まだま
だ収容人数を増やしたいとの事で増築中でした！

今回初めてこの会員施設を利用しに、
４泊５日のセブ旅行へ行きました。実
は３年位前にも訪れセブは２回目で
したが、今回はワールドビッグフォー
会員専用施設のコーラルポイントリ
ゾートに宿泊し、永遠に広がる海が見
え、広々とした豪華すぎる部屋に、まる
で王様気分で感動しました。初日はセ
ブカントリークラブ(セブカン)でのゴ
ルフで止まらない汗だくでも青 し々た
芝生の中、気持ちよくプレーできまし
た。次の日はボホール島へ船で２時
間かけて渡り、日本とは違う異国の文
化の様子を目に焼きつけて来ました。暑い中チョコレートヒルへ登り、帰りに食べた水牛
のアイスクリームは本当に美味しかったです。年輩者がいる為、歩かなくても済む近い場
所でターシャ（メガネ猿）を見れました。手の平サイズのびっくりする程の小さくかわいい
猿でした。最終日は離島でのＢＢＱの予定でしたが、風が強く天候不順になった為、島
巡りは中止、残念でした。しかし夜はさよなら食事会でセブシティーへ出かけ、最近出来
たビュッフェレストラン「ＢＵＦＦＥＴ１０１」の飲み放題、食べ放題で、フィリピン料
理、中華料理、日本料理とびっくりする程の種類があり大変おいしく頂き、満足することが
できました。中でもクラムチャウダーのパイ包みは最高でした。あっと言う間の５日間で
したが、次回はバディアンゴルフリゾートへ行き、もう少しゆっくりのんびり満喫したいと
思います。今回お世話になりました明るい通訳のシャローンさん、ドライバーさん、親切
にして下さったメイドの皆さん本当にありがとう、感謝しています。

大好きなセブ

セブ最高！！海がとても美しい島では、魚がくっきり
見えて感動！キレイな写真が撮れて良かったです！

明るい通訳のシャローンさん、ドライバーさん、
親切にして下さったメイドの皆さん本当にありがとう！

感動ありがとうセブの旅 セブ最高！！

１年ぶりのセブ島
マクタン・セブ空港で通訳さんとドラ
イバーさんは誰かな？と楽しみにしな
がら旅は始まります。今回は会社関係
の友人との二人旅、友人は２度目のセ
ブ訪問です。市内は初めてとの事なの
で、市内観光、バディアンゴルフリゾー
トでゴルフ、アイランドホッピングと５
日間を割り振りました。ゴルフの事も
考え、天候も見ながらスケジュールの
組み直しも考えましたが、状況も良く
当初決めた日程で行動する事が出来
ました。行く先々、１年ぶりで目新しく
セブの発展の速さに驚きながら楽し

い日々を過ごしました。そして今回もJWBホテルへ行き“QQイングリッシュスクール”の様
子を拝見しました。ワールドビッグフォーの倉田さんにもお会いし、宿泊部屋なども見学
しました。個室、４人部屋、６人部屋等です。まだまだ収容人数を増やしたいとの事で増
築中でした。また、生徒さんも日本人ばかりでなく、中国・韓国・東南アジア・ロシアなど英
語圏外の国から来ていて、その比率は６０％にもなると聞きびっくりしました。今回の旅
は、友人と二人きりなので、夕食時に通訳さんやドライバーさんに付き合って貰えると賑
やかになるのですが、会社の決まりと言う事で断られて寂しかったです。特に会社サービ
スの食事はバイキングで場所は豪華でしたが、周りに大勢で楽しんでいるのを見て、二人
だけで寂しく食べると言う雰囲気で呑む気も失せて早々に引き上げました。夕食、特に最
後の食事は寂しかったな！居酒屋さんの方が良かったかな？メイドさんに作って貰った方
が良かったかな？旅や食事は大勢の方が楽しいねと帰りの機中での話題になりました。

コーラルポイントリゾートでは永遠に広がる海が見え、
広 と々した豪華すぎる部屋♪まるで王様気分！！

今回４回目のセブ旅行でした。前回行

った時は３年前。３年ともなるとセブ

の雰囲気も少しずつ変わっていてびっ

くりしましたが、セブの皆さんの温か

さは変わらず、ホッとしたひと時を過

ごす事ができました。今回は天候にも

恵まれ美しい海を見たり、綺麗な島へ

行ったりと、とても充実した５日間でし

た。美味しいマンゴーやお料理、船で島へ行き、街ではショッピングもして、２日目の夜に

はパーティーもして頂き、バンドの生演奏など、あっという間の時間でした。久し振りのセ

ブでしたが、いつもと同じ様に安心して滞在でき、外へ出かける時も通訳さんやドライバ

ーさんが付いて来て下さり、お陰様でトラブルもなく楽しく過ごすことが出来ました。メイ

ドさん達にも親切にして頂き、前からメイドさん達にも覚えていただいていて、本当に嬉

しかったです。大好きなセブ、また来たいと思います。ありがとうございました。

３年振りのセブ！皆さんの温かさは変わらず、
ホッとしたひと時を過ごす事ができました！

１年ぶりのセブ島は目新しく、セブの発展の
速さに驚きながら楽しい日々を過ごしました！

今回４回目のセブ旅行もとても充実した５日間
でした！大好きなセブ、また来たいと思います♪

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴７年１ヵ月　田中さん

出発日３月２９日（４泊５日）
会員歴６年６ヵ月　舛谷さん

出発日３月１５日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　御子柴さん

出発日５月１３日（４泊５日）
会員歴７年１０ヵ月　木村さん
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♥♥♥

３月２２日から２６日までの４泊５
日で行った初のセブ島。４年前、父と
兄が行っていた頃の写真や感想を聞
いていた為、あらかた想像がついて
いたはずが・・・。行ってみたら想像以
上の景色、待遇、心地よさで驚きまし
た。ちょっぴり暑い気候でも気持ち良
い海風があり、寒かった日本とは１８
０度違い、始終過ごしやすくセブ旅
行を楽しめました。セブ島に到着した
のは夜。それにも関わらず、コーラル
ポイントリゾートに着いたらまず部

屋探索、記念撮影。従兄弟４人で落ち着く間もなく部屋から見えるプールへ飛び込み
に。夜は豪華なベッドは使わず、ベランダで風を感じながら一休み。ただ気持ちよくて
寝ちゃったんですけどね（笑）。次の日から中３日はとにかく遊び尽くし。島巡り、興味
深々だった射撃、ショッピング、きれいな景色を３６０度見渡せたパラセーリング、ひっ
くり返されたバナナボート、BBQ、白熱したビーチバレーに焼き肉パーティー、メイドさ
ん、運転手さんも交えたパーティー・・・。どの思い出もどの瞬間も〝最高″とか〝人生で一
番″という言葉しか出てこない程楽しい時間でした。正直、このセブ旅行を経験してしま
ったら他の旅行は・・・（汗）と思ってしまう程です。ぜひ多くの方にこの理想ともいえる〝
最高″の経験をして欲しいです。自分ら従兄弟は帰りの電車の中で「次いつ行けるだろ
う・・・最低年１回はセブに行きたいよね・・・」と話が盛り上がったので、またセブ島に
行くでしょうね（笑）。

ぜひ多くの方にこの理想ともいえる
〝最高″の経験をして欲しいです♪

美しい自然、優しく親切なスタッフ
の皆様に会えたことが癒しでした♪

娘、孫と三世代でのセブ旅行は最高に
楽しく、夢のように美しい景色が忘れら
れません。また直ぐにでも行きたくなり
ます。お料理がとてもおいしく、毎朝ミ
キサーの音で目が覚め、メイドさんが
フレッシュな南国のフルーツでつくって
くれるスムージーが最高に美味しかっ
たです。朝の目覚めも良く、窓から見え
る朝日、そして南国の花の香り、ステキ
な部屋、いつまでも滞在したいと思うく
らい心地が良かったです。パンダノン島
の海は澄んでいてとてもきれいでした。お昼はバーベキュー。メイドさんが焼いてくださっ
た海の幸やお肉の美味しさ、そして浜辺の優しい風にふかれながら食べた完熟マンゴーの
味。香りが良く、甘くてジューシーで美味でした。ボホール島での川下り、途中でパフォーマン
スもあり、お船からの景色やショーなどを楽しみながらの食事、最高でした。世界で最も小さ
なおさるさん、ターシャが可愛くて、癒されました。チョコレートヒルズは可愛らしいお山が
沢山。２００万年前、海底に存在していたのが、地上に上がってきて陸地になったという。４
月から６月にかけて、草がチョコレート色に変わり、それを見たアメリカの政治家がアメリカ
のキスチョコに似ている事から名付けたという。なるほど！！いろんな発見や、ワクワクやドキ
ドキのセブ旅行。また娘や孫、沢山の友達を連れて行きたいと思いました。

楽しかったセブ旅行

どの思い出もどの瞬間も〝最高″とか〝人生で一番″
という言葉しか出てこない程楽しい時間でした！

毎朝、ミキサーの音で目が覚め、起きると
メイドさんが朝食を準備してくれています♪

娘と孫、三世代での楽しいセブ 初セブ旅行

楽しかったセブ旅行
姉夫婦が一年前から計画を立ててく

れ、母の誕生日会も兼ねて、母を初め

て海外旅行へ連れて行く事が出来ま

した。３人姉妹で海外へ行くのも初め

ての事です。仕事等の関係で家族全員

の参加は出来ませんでしたが、今回は

９名でセブ島を訪れました。夜の到着

でコーラルポイントリゾートへ直行。

かわいいメイドさん達が迎えてくれ、マンゴージュースのおもてなし。天気にも恵まれ、

船で島へ行き、バーベキュー。海はとても美しく感動。パラセーリングも体験。他にも

色々。なにより美しい日の出、青い海、きれいな花、美味しいフルーツに食事。やさしく親

切な通訳さん、メイドさん、ドライバーさんに会えた事。忙しい日本の生活から、ゆったり

のんびりと癒しの旅行が出来ました。また頑張って仕事して、絶対にまたセブに来ます

よ！本当に本当に楽しませて頂きました。ありがとうございます。

娘、孫達との夢のようなセブ島旅行、忘れられません！

初めてのセブ。どんな旅行になる

のかワクワクで参加しました。私

は仕事で上海から帰ってすぐの

フライト。先に娘達と嫁さん、義

母が待つセブ島へ。滞在は二日

間と短かったけど、ドライバー

さん、通訳さん、メイドさん達の

気配りのおかげ様で、大満足な

旅行となりました。セブはギタ

ーが有名なので、工場に行きたいと伝えると、工場を何軒かまわってくれまし

た。すごくきれいな青色のギターに一目ぼれし、ステキなギターをゲットす

る事ができました。青い海、白い雲、水平線を眺めながらのプール。そして

毎日マンゴー三昧、全てが大満足。娘達二人も喜びプールで遊ぶ姿に、普

段の仕事の疲れも吹っ飛びました。マンゴー工場やショッピングモールも

楽しめました。食事もお酒も美味しく大満足。また皆で行きたいと思いま

した。セブ最高！本当に最高の思い出になりました。有難うございました。

ギター工場をまわり、きれいな青い
ギターに一目ぼれし、ゲットしました♪

母を連れて、三人姉妹で海外旅行は初め
てで、本当に本当に楽しませて頂きました！

仕事の関係で二日の滞在で
したが、全てが大満足でした！

出発日３月４日（３泊４日）
会員歴６年７ヵ月　上園さん

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　小谷さん

出発日３月１日（６泊７日）
会員歴６年７ヵ月　岡さん

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　関さん
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２回目のセブ、３月２５日からの５日
間、妻と２人でコーラルポイントリゾ
ートの海の見える１室、これに加えて
娘と４歳の孫が同じく１室。２日目の
パンダノン島は１０時に船に乗って
１１時着。エメラルドグリーンの海と
真白な砂浜の南国の島でメイドさん
がバーベキューの準備開始。娘と孫は
砂浜で水遊び。ジジ、ババは浅い海で
シュノーケリングを開始。孫は水遊び
砂遊びが気に入ったみたいでした。
１２時頃バーベキューの準備もでき

て、椰子の木コテージで食べたイカが美味しかった。デザートのマンゴーも素晴らしい。
食後はパパと孫が貝拾い。孫をパパに任せて娘はシュノーケリングを開始。良いポイン
トが見つかったのでジジも黄色の熱帯魚を見ることができました。砂浜との別れを渋る
孫をひっぱって、桟橋を離れる船の中での孫の寝顔は満足そうでした。３日目はセブ市
内へ。午前中に土産物を買いに出た後、道教寺院、サント・ニーニョ教会、サンペドロ要
塞、山頂展望台トップス観光。１８時ごろトップスに到着。市街地や夕焼けの写真撮影と
夜景も楽しめました。孫は展望台のマス目の石の上を走って、渋滞の車内での疲れをと
るとともに、帰りの車では熟睡。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達には本当に感謝
しています。２回目のセブも“夢のような”旅行でした。

バーベキューが出来るまでジジ、ババは浅い海でシュノー
ケリング！孫は水遊び砂遊びが気に入ったみたいでした！

さよならパーティーはバースデーを祝っても
らい、メイドさん達と楽しくダンスをしました♪

親戚といとこ達と初めての海外旅行
がセブ島でした。出発の当日、朝まで
大学のサークルの作業に追われ、慌
しく集合場所の成田空港へ向かいま
した。車椅子の祖母、母、叔母、兄弟の
ような付き合いのいとこ達と無事に合
流!! 春休みのイベントの一つが、セブ
島への旅行でもありました。成田から
４時間、マクタン・セブ国際空港に到
着!!既に夜になっていました。コーラ
ルポイントリゾートでは、A棟の１階
をいとこ４人で独占し、広いリビング
にゴージャスな部屋、まさしく世界の大富豪の別荘を堪能しました。朝食の時のフレッシ
ュジュースの美味しいこと!!目の前にあるプールに毎日何度も飛び込んだこと!!初めての
ガンシューティングに感激!!島に渡りビーチバレーにバーベキュー!!パラセーリングにお
もいっきりひっくり返ったバナナボート!!(笑)。ラプラプ公園でのマンゴーシェイクの美味
しかったこと!!焼肉屋の美しい店員さんに、いとこ皆でほの字!!ディスコでナイトフィーバ
ー!!セブ島最後の夜は皆で歌い踊り写真を撮り、とにかく盛り上がりました。まさしく元気
になれる南国の楽園セブ島でした。至福のひとときをありがとうございました。素敵な時
間をプレゼントして下さったワールドビッグフォーのスタッフの皆様に心から感謝してい
ます。親戚の絆も一段と深まり、笑顔いっぱいの楽しい旅行となりました。

米寿・感謝の旅

コーラルポイントリゾートの海の見える絶景を
満喫！ ２回目のセブも“夢のような”旅行でした！

島に渡りビーチバレーにバーベキュー!! パラセーリング
におもいっきりひっくり返ったバナナボートも最高でした!!

初めての海外旅行、セブ島！！ 楽しかったセブ

思い出作りの１ページ
今年もセブに誘ってもらい、オンブに

ダッコの旅行がスタートしました。レ

イテ島でのパイナップルは、ジューシ

ーで凄く美味しかったです。皆がダン

スに行っている時は、コーラルポイン

トリゾートでのんびりリラックスして

いました。パンダノン島へは、昨年と

同じお兄さんがおぶってバンカーボ

ートに乗せてくれました。エビや珍し

い貝を焼いてもらい、メイドさんの手料理はとても美味しかったです。さよならパーティ

ーはバースデーを祝ってもらい、メイドさん達と楽しくダンスをしました。通訳のリサさ

ん、ドライバーさんにはいつも側に寄り添い、手を差しのべて頂きました。かわいいメ

イドさん、いつも優しい笑顔で接して下さりありがとうございました。何の不安も無く、

最後まで無事に過ごせたのは、統括の朝田さん、そして何かと気遣ってくれた同伴者の

友達のお陰だと、心から感謝しております。気心の知れた友人との９日間、体調も良く

なり、笑顔も増えました。また一つ思い出作りが出来ました。ワールドビッグフォースタ

ッフの皆様、本当に有難うございました。

至福のひとときをありがとうございました♪親戚の絆も
一段と深まり、笑顔いっぱいの楽しい旅行となりました！

今回で４回目ですが豪雪の為、転倒し

１月末より１ヵ月半も寝てしまい、歩く

のが困難になり、旅行を諦めようと思

いましたが、仲間の皆様に車椅子でも

と云われ、甘える事にしました。今回は

７日間で１日位はヨガとプールで泳

いだり、のんびりしようと話していたの

ですが、何と引率してくれた統括の朝

田さんが次々と計画を立てて下さり、

足の悪いのも忘れて、毎日楽しく過ご

す事が出来、幸せでした。皆さまの助けは元より、セブの暖かさに救われ、日増しに体調も

良くなり夢の様でした。感謝、感謝。今回初めてセブ島南端の大自然に造られた美しいバ

ディアンゴルフリゾートに宿泊し、次の日は船で沖に出て、ジンベエザメを見たり、何より

嬉しかったのは朝田さんに車椅子で丘の上まで登らせて頂き、大天使に会えた事。今でも

目に浮び癒されます。また教会でマリア様を仰ぎ、心洗われ心地よさを感じ、幸せ感を味

わいました。帰る前日のエステも最高、疲れも取れ元気百倍、セブのエネルギーを沢山頂

き次の活力にします。最後にスタッフの皆様有難うございました。そして同行して下さった

３人は皆、神様のような人です。深く深く感謝致します。合掌。

同行して下さった３人の方達は皆、神様
の様な人達で毎日楽しく過ごせました♪

気心の知れた友人との９日間、
体調も良くなり、笑顔も増えました！

行く前にケガをしてしまい諦めようと思い
ましたが、車椅子で連れて行ってもらいました！

出発日３月２４日（６泊７日）
会員歴４年１１ヵ月　古市さん

出発日３月２５日（４泊５日）
会員歴５年　大滝さん

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　田村さん

出発日３月３０日（８泊９日）
会員歴６年５ヵ月　蒔田さん


