
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
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ごあいさつ
人生を満喫！素晴らしい体験の数々をワールドビッグフォーリゾートで。

南国の爽やかな環境で過ごすアットホームなひととき、日本では味わうことのできない
優雅な時間は皆様をこの上ない幸福へと導きます。現地スタッフがご案内致します観光巡りでは
奥深いセブ島の歴史を存分に堪能することができ、人気のマリンスポーツはもちろん、食事やショッ
ピング、エステ等、豊富なアトラクションも気軽にお楽しみ頂けますので、滞在中はご家族やご友人
との感動と感激に包まれる最高の思い出づくりとしても演出致します。是非皆様もワールドビッグ
フォーリゾートへ！笑顔が溢れる大満足のご旅行が日程を選ぶことなく１年を通して楽しめる
環境は、私達にとって健康を育み幸福へと繫がる人生で最高の体験となることでしょう。
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。

　　　セ
ブ島の夕日の

名勝地「バディアンゴルフリゾート」

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

いつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！平均気温２８度のセブ島では、一年を通して温暖で過
ごし易い為、皆様の渡航日を選びません。キラキラ輝く太陽と暖かい海風を感じながら、素敵な休日をご家族・ご
友人揃ってお過ごし下さい。一年中おもしろさ満載のセブ島で、若さと元気溢れる現地スタッフが皆様のお越しを
お待ちして居ります。なお、ご旅行を計画される際は、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。搭乗予約、詳細等ご不明な点は、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

人生観も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３０年２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

０３／０１～０３／３１ ￥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
１４：２５
０９：３５
１５：２５
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

＜編集後記＞
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今回のセブ島への旅行は私にとって生

まれて初めてとなる海外旅行であり、

楽しみももちろんありましたが、不安も

ありました。まず、マクタン・セブ空港に

到着してから通訳さんにちゃんと会え

るのかどうか、現地の言葉が通じない

なかで無事弊害等もなく旅行を満喫で

きるのか、等の不安もありました。しかし空港に到着して通訳さんのわかり易いプラカード

のお陰でその不安も解消され、日本語も話せる通訳兼ガイドさんなので安心しました。滞

在するコーラルポイントリゾートもとても綺麗で過ごし易く、メイドさんも気が利く方で素晴

らしい旅行が満喫できました。また連休がとれた際には是非、もう一度セブ島へ旅行に行っ

てみたいです。

また連休がとれた際には是非もう一度
セブ島へ旅行に行ってみたいです！

最終日のディナーは、マルコポーロホテル
のバイキングを堪能させて頂きました！

今回で私は２度目の参加です。６年半

前に参加させて頂いた時は、珍しい光

景で目を見張るばかりでした。マクタン

島の飛行場に着きましたら、ワールド

ビッグフォーのＴシャツを着用してい

るスタッフのお出迎えを見まして、ここ

まで迎えに来て下さっているんだと、と

ても感動しました。久し振りに水着を着

て海に浸かったり、メイドさんの用意して下さったバーベキューを食べたり、市内観光した

り、毎日のようにマッサージに行ったり、また「のんき」と言う日本食レストランにも行き、美味

しさにハマりました。さよならパーティーも生バンドが入り、踊ったりして毎日とても癒やさ

れました。メイドさん、通訳さん、運転手さんにもとても良くして頂きまして感謝しておりま

す。また一緒に参加して頂いた方 と々も楽しい思い出づくりができて楽しい時間となりまし

た。ありがとうございました。日本に着きまして、写真を見ながら楽しい思い出が少しづつ蘇

って来ました。次回も楽しみに…。

癒やしのセブ旅行

初めての海外旅行！ 日本語も話せる通訳兼
ガイドさんのお陰で、楽しい旅行が出来ました！

さよならパーティーも生バンドが入りまして、
踊ったりして毎日とても癒やされました♪

癒やしの旅行 初めての海外旅行

５年ぶりのセブ島、そして再会
今回、私達家族は５年ぶりにセブ島へ
行かせて頂きました。５年前、セブ島の
海とリゾートに魅せられ、夢のような
日々を過ごした幼かった子供達。息子
は中学生に、娘は小５になり、再びセブ
島に行きたいと熱望していました。コー
ラルポイントリゾートに着き、５年前の
記憶が蘇りました。大勢のメイドさんに
出迎えられ、その中には前回お世話に
なったメイドさんの他、通訳さん、ドラ
イバーさんとも再会を果たし、覚えてい

てくださり感激のひとときでした。今回はナルスアン島に行き、澄んだ海でシュノーケリング
を体験し、熱帯魚を間近で見ることができ、子供達は美しい海に潜りっぱなしでした。また、
娘の希望でパラセーリングを体験しました。ドキドキでしたが、フワッと浮き上がり、みるみ
る上空へ。真っ青な海と空、セブ島の絶景を空高くから娘と楽しみ、大変良い想い出になり
ました。最後のディナーは主人の希望もあり、マルコポーロホテルのバイキングを堪能させ
て頂きました。前回と同様、大変美味しく素晴らしい夜となりました。今回も親切で的確な対
応をして下さった通訳さん、運転技術の高いドライバーさん方には、快適な滞在を演出して
頂きました。旅を実現させてくれた家族、ワールドビッグフォーの支援に感謝いたします。

癒やしの旅行となりました！ 久し振りに水着を
着て海に浸かり、バーベキューを堪能しました！

２回目のセブ旅行、普段の疲れを癒や

す事が目的でした。毎日自由自在で食

事の準備なし、お片づけなし、洗濯なし

の８泊９日の旅でした。メイドさん、ド

ライバーさん、通訳の方、皆さん思いや

りと心遣いがすばらしく温かさに癒や

されました。毎日全身マッサージとショ

ッピング、しあわせ感でいっぱいでし

た。ハッピーワールドミュージアムのミラクルアートでは世界歴代の英雄の像などいろいろ

ありましたが、等身大で今にも颯爽と飛び出しそうな雄大さ、鯉の滝登り等は元気をいただ

き、自分もその中に浸るという感覚を味わう事が出来ました。最終夜のさよならパーティー

では手の凝った料理を堪能し、皆様と思いっきりダンスして汗を流しました。この様なすばら

しい人生を与えていただき、至福いっぱいの毎日でした。ワールドビッグフォーの方々、御縁

いただき、心から感謝致します。

ハッピーワールドミュージアムでは
ミラクルアートの世界を楽しみました♪

５年ぶりのセブ島！息子は中学生に娘は
小５になりスタッフの皆さんと再会しました♪

手の凝った料理を堪能し、皆様と思いっきりダンス
して汗を流しました。至福いっぱいの毎日でした！

出発日７月２２日（８泊９日）
会員歴１０年５ヵ月　田中さん

出発日８月６日（４泊５日）
会員歴１１年８ヵ月　長滝さん

出発日７月２２日（８泊９日）
会員歴１１年１ヵ月　池田さん

出発日８月２７日（３泊４日）
会員歴１４年　鷹野さん
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セブ旅行！！自分の価値観や人生を見
つめ直す旅を子供達にも感じてほしい
と家族で参加してきました。３月に旅行
の話を聞いて、即「行くしかない！」と決
断し、予想通りパパ×２は仕事で休め
ず。育休が残り少ない娘と孫+奇跡的に
休みが取れた息子と私。まさしくベスト
メンバー♡初孫１１ヵ月と子供との即
決旅。南国ムード満点のセブ島。最高
のロケーションと豪華で安らぎのある
コーラルポイントリゾートに４泊は夢
のようでした。到着後、即水着になり真

っ暗なプールで大さわぎ。各部屋に別れて熟睡して、毎朝海を眺めてのマンゴージュース。
いつも明るく楽しいメイドさんや通訳さんに囲まれて孫も大人も旅を満喫できました。船で
一時間の島でのアイランドホッピングは、美しくて楽しくて皆大はしゃぎ、今でも夢なのでは
…と。ＳＭモールやラプラプ公園には３回も通いました。教会や要塞も素晴らしかったで
す。人見知り真っ只中の怪獣姫はいつもママに抱っこで、娘は大変だったはず。でも家路で
は声を揃えて「最高だった！楽しすぎ！」と４人とも笑顔。ワールドビッグフォーという素敵な
会社に出会え、少しの不安と大きな期待を持ち一歩踏み出したら、家族の笑顔が増えまし
た。通訳さん、メイドさん、ドライバーさん、背中を笑顔で押して下さった遠藤さん、落合さ
ん♡有難うございました。本当に最高の経験でした！今度は是非、家族みんなでセブ島バカ
ンスに行きたいです。

本当に最高の経験でした！ 家路では声を揃えて
「最高だった！楽しすぎ！」と４人とも笑顔でした♪

市内観光に始まり、ショッピング、島巡り、シーウォーカー等々い
ろいろ体験しました。次回は是非のんびり過ごしたいです！（笑）

６月にセブに行ったばかりでしたが、

今回たまたま誘って下さる方がいて、

前回あまりに良かったので、「是非とも

一緒に参加させて下さい！」と、４泊５

日の旅を楽しんできました。前回と違う

所に行ったり、マッサージも前回と違う

お店でゆったり1時間もでき最高でし

た。２日目にボホール島に行きました。

世界最小と言われる「メガネザルター

シャ」と不思議な丘が連なる「チョコレートヒル」この２点を見られる事を強く思い参加した

訳です。前回来た時はあいにくの雨になってしまい雨でもターシャは見る事はできました

が、今回のほうがターシャを沢山良く見る事ができました。さびしがり屋のターシャは仲間と

一緒にいると聞いていました。良く見ると本当に１本の木に２匹で掴まっているターシャを

見ました。ターシャを見学した後は、旅行誌にも載っているチョコレートヒルを見に行きまし

た。円錐形の小丘群がいっぱいあるのにびっくりしました。その数は１７７６だそうです。や

っぱり本ではなくこの目で見れて感動しました。今回も最高のセブ旅行でした。

フルムーン旅行

ベストメンバーで♡CEBU旅行！ 豪華で安らぎのあ
るコーラルポイントリゾートに４泊は夢のようでした！

さびしがり屋のターシャ♪本当に一本の木
に２匹で掴まっているターシャを見ました！

今度こそ、チョコレートヒルを観る ベストメンバーで♡CEBU旅行

姉妹で初のセブ
今回が初めてのセブ旅行です。私は新
潟、妹は東京から成田空港で合流し２
人の旅が始まりました。ふだん離れて
暮らしているので、セブで何をするのか
決めずに飛行機の中で打ち合わせしま
した。「とにかくのんびり過ごそう」とい
うことになったのですが、いざセブに着
くと、あれもしたいこれもしたいという
気持ちが強くなり、のんびりどころでは
なくなってしまいました。以前テレビで
観て、是非やってみたいと思っていた絶

叫系アトラクションですが、名前の通り“エッジ”（端）に沿って高層ビルの最上階を一周回る
ものです。外側に向かって前傾姿勢で座って移動するので体が乗り物からするっと抜けそう
で、ものすごく怖かったです。もう一つ挑戦するはずだった“スカイウォーク・エクストリーム”
はジャンプスーツを着て命綱をつけて地上１２６．５５メートルの高さに設置された歩道
を歩くものですが、これは見るからに無理と諦めました（笑）。旅行中は、市内観光、ネイル、
ショッピング、ボホール島観光、シーウォーカー、プラナスパでの高級エステ、ニューハーフ
ショー、足の角質取り、プールなど随分と欲張ってしまいました。次回は是非のんびり過ごし
たいなと思っています。

再びボホール島へ！ 旅行誌で見たチョコレートヒル、
やっぱり本ではなくこの目で見れて感動しました！

心ウキウキで、成田からまっしぐら４時
間でセブ島へ。到着時はスコールの直
後だったせいか…大きな水溜まりと車
車車。その中のジプニーに溢れんばか
りの人人人でびっくりでした！が、異国
情緒タップリのレストランでのＢＢＱ
は最高でした（日本とは味覚が違うと思
っていましたから～）。食事が済んで、コ
ーラルポイントリゾートへ到着。またま
たびっくり！！豪華な造りと広さ！なんて
贅沢なフルムーン。毎朝、海から昇る朝
日を眺めながらゆっくりと時間が過ぎ、
メイドさんが作ってくれた朝食は格別に美味しかったです。憧れのギター工房巡りは、とても
有意義で楽しく過ごせました。ドライバーさんと通訳さんに市内観光やショッピング、ウット
リな夜景も見せて頂き感謝です。日本のコンビニで売っているハロハロが好きでよく食べて
いましたが、こちら（本場）のは、とうもろこしや紫芋が入っているのには驚かされました。行
方会長が「セブの海は温泉と同じ効果がある」とおっしゃっていましたが、海水のプールで泳
いだだけでも、傷口が良くなって肌もシットリしました。まさしく魔法の水。最後の晩餐は思
い出深いものになりました。帰りの飛行機に乗り眼下を見下ろすと、エメラルドグリーンとピ
ンクに染まった海がキラキラと輝き、雲とのコントラストがとても綺麗でした。お天気にも素
敵なスタッフにも恵まれ、素晴しい感動をありがとうございました。今度は家族で行きた～
い。

本場のハロハロは味もサイズも違いますね～。
もうコンビニのハロハロでは物足りないです！（笑）

姉妹で初のセブ体験！ 「とにかくのんびり過ごそう」の計
画でしたが、楽しくてのんびりどころではありませんでした！

フルムーンで来たセブ島の夜景
にウットリ。主人にもウットリ♡

出発日９月１１日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　中井さん

出発日６月２５日（４泊５日）
会員歴１年　佐藤さん

出発日９月７日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　古川さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴２年　小川さん
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日本のお盆時期の航空券は高かった
のですが（Ｔ_Ｔ）それでも行って良か
った～☆ただいま、セブ島！！通訳のリ
ーゼルさんとドライバーのフランシス
さん、そしてメイドさん達は、「お帰りな
さーい！」と出迎えてくれました♡日本と
違って天気に恵まれて大好きなパラセ
ーリング！上空から見るセブもステキ～
♡♡みんなで食べたバイキングも美味
しくて、すっごく楽しかったなぁ～。リー
ゼルさんに『ハロハロ食べたい～』って
言ったらスグに作ってきてくれたし♡

シャングリラホテルのバイキングは少し贅沢な気分が味わえて好き♡♡あっ！セブ島に行っ
たらかかせないのはエ・ス・テ♡お花に囲まれたフットバス・ベッド・フラワーバス☆飛行機
で疲れた身体と日常のストレスからくる肌荒れも一瞬で無くなっちゃうのが、ホント不思議
～☆そしてそして忘れちゃいけないのが、何と言っても海！日焼け防止は念入りに（注）。小さ
な魚から大きな魚までキレイ～♡でも、お腹が空いたなぁ～。そんな時はやっぱりバイキン
グ☆現地の料理から日本料理、多国籍料理まで、すっごい種類の中から好きな物をチョイ
ス！ふぅ～、あまりの美味しさに食べすぎた（＞_＜）少しは運動しないと、飛行機の容量オー
バーになったら困る！！慌ててショッピングしながらウォ―キングｗｗそこで買ったのはお菓
子だけどね（笑）。家に帰ってからダイエットが大変だけど、また来たいって気持ちを込めて、
またね～って言ってきました☆

小さな魚から大きな魚までキレイ～
♡でも、お腹が空いたなぁ～（笑）

ドライバーさん、通訳さん、メイドさん達の温かい
心を大切にして、またセブ島へ伺いたいです！

久々の姉との海外旅行。７月下旬、初め
ての地、セブ島へ降り立ちました。５泊
６日の旅の始まりです。夕方６時過ぎ、
マクタン・セブ国際空港に到着。手続き
を済ませて外に出ると、すっかり日は落
ちて熱帯地域特有の蒸し暑い空気に包
まれました。すぐに通訳のシャローンさ
んとドライバーのフランシスさんに出
会うことができ、いよいよコーラルポイ
ントリゾートに向かいます。途中フィリ
ピン料理のお店で夕食を済ませて（こ
れがどれも絶品‼）コーラルポイントリ
ゾートへ到着。多くのメイドさん達が出
迎えてくれました。翌日はラプラプ市内とセブシティー観光。日本より格安ということで、初め
てのジェルネイルを体験しました。南国の澄んだ海でのシーウォーカーは海の深さの怖さも
なく色とりどりの魚にエサやりを楽しみました。その他ボホール島観光やプラナスパでの贅
沢な時間で心と体のリフレッシュ。セブ島のアクティビティーは海で楽しむ物や自然を満喫
するレジャーが多い印象でしたが、クラウンリージェンシーホテルの３８階にある絶叫アト
ラクション、エッジコースターに乗り、今にも地上に落下しそうなスリルと恐怖でしばし暑さ
を忘れ変な汗が止まりませんでした。幸運にも連日天気にも恵まれ幸せな時間はあっという
間に過ぎました。今回は初めてのセブということもあり、やりたい事を全部詰め込んだ大満
足の旅でしたが、欲を言うなら「もう少しスペシャルビラでのんびりしたかったなぁ。」また近
いうちに行こうね！今度は家族も連れて。素敵な機会をありがとうございました。

二度目のセブ島

みんなで食べたバイキングも美味し
くて、すっごく楽しかったなぁ～♪

プラナスパでの贅沢な時
間で心と体のリフレッシュ！

究極の癒やしの旅 ただいま～！

セブの旅に感動と感謝！！
待ちに待ったセブ島への旅行・・・。まさ
か実現するとは思っていませんでした。
日頃はまだ現役で忙しく時を過ごして
いる４人は、本当に夢の様な時間と、今
までにないリッチな気分を味あわせて
いただきました。私はとにかく海が大好
きで、朝目覚めとともに海を見、夕陽の
落ちる頃、また海を眺めておりました。
この事だけでも最高の気分で５日間を
過ごしました。そして果物の美味しさに
はびっくり！！マンゴー、バナナ。日本では
食べた事の無い美味しさで、大満足で

沢山食べました。夕食もフィリピン料理、イタリアン他、贅沢三昧！４人とも「すごいね！！」の
連発でした。そして日頃の疲れを取る為、マッサージ、エステも欠かさず受けて最高でした。
そしてまた元気になり、お酒を飲み、おしゃべりをして・・・。これではデブちゃんになる訳です
が、その日は平気でも朝になると少し反省・・・。１ｋｇ～２ｋｇ増しでした。帰国前日には
船でパンダノン島へ！！海が最高にキレイでした。島に着き、また感動！！白い砂！！青い海！！現
地の子供達のキラキラした眼差し、私はうれしくて男の子を抱っこして写真をとりました。か
わいい坊や達・・・ありがとう。ニューハーフショーも本当に驚きました。あまりの美女？美し
過ぎでした。最高の想い出が沢山できたのも大勢の皆様のおかげです。お別れの時、ドライ
バーさん、通訳さん、メイドさん達の温かい心を大切にして、またセブ島へ伺いたいと思っ
ています。ありがとうございました。

やりたい事を全部詰め込んだ大満足の旅
でした！今度は家族も連れて来たいです♪

５月以来のセブ島。久々とまでいかな

いが、なんとなく懐かしい雰囲気に今

回の旅行に来られた事を嬉しく思う。早

速、通訳のリゼールさんとドライバーの

フランシスさんが出迎えてくれて、思わ

ず顔がほころぶ。「腹が減っては戦がで

きぬ」その言葉通り、先ずは腹ごしらえ

をしに、エスパーニャ（イタリアンレスト

ラン）へ。相変わらず美味しいパスタと

ピザに舌鼓を打つ。そしてカジノへい

ざ出陣！結果は勝利！！気分良く１日目が終わる。翌日は日頃の疲れを癒すべく、マッサージを

受けてそのままカジノへ！道路が混雑して、かなりの時間はかかったが、結果はトントン。３日

目は、現地の日本料理を食すべく、ドライバーのフランシスさんがお勧めの居酒屋へ。日本

やフィリピンの料理について語り合った後、またまたカジノ（笑）。結果は惨敗・・・。４日目は、

初めてプールへ。メイドさん達がプールサイドまでビールを持って来てくれて上機嫌。一休

みした後、この旅最後のカジノで勝負！！そして最終日は荷物をまとめて帰国。今回のセブ島

も最初から最後まで満喫できた。次は何をしようか考えながら家路に着いた。カジノの結

果？それは・・・。ご想像にお任せします（笑）。

日頃の疲れを癒し、カジノに向けて
入念にマッサージ。勝つぞ！！（笑）

フィリピン料理、イタリアン他、贅沢三昧！朝に
なると少し反省。１ｋｇ～２ｋｇ増しでした（笑）

コーラルポイントリゾートのプー
ルサイドで飲むビールは最高！！

出発日８月１１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　下村さん

出発日８月１１日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　涌井さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴１年　星さん

出発日８月２０日（４泊５日）
会員歴１年　塩入さん
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一段一段、足元を確かめ、スタッフの介
助で階段を降りる彼、日本では味わう
事の出来ない夢のスタートです。３ヵ月
前セブに行こうと決めた彼は、自ら２
本杖を１本にして頑張っていた。今、現
実セブの地です。プールで手を繋ぎ歩
行、その内一人で大きく前後に手を動
かし歩行。プールサイドの小石の上を
杖なく歩行。それにより彼の下肢の内
側の神経が刺激され、とても足が楽と
の事。心も体もリフレッシュした後の昼
食は２人で乾杯。仲間はショッピング
に行き、私達はセブならではの最高の

時間をゆっくり楽しみました。またジンベエザメも見ましたが、彼が４０センチ位の高さの
舟を跨ぐのは心配でした。高校の後輩で柔道部員のスポーツマンだった彼に「あの頃思い
出してよ♪」と言うと「よいしゃ！」と跨ぎました。ボホール島のチョコレートヒルでは、頂上ま
では無理でしたが、いろんな場所でずっと介助して下さったセブの男性の優しさが印象に
残りました。１本杖から１人歩行、彼の努力もありますが、セブの気候が彼に合っていると
も言っておりました。最後に奥さんが、「お父さん冥土の土産ができたネ」。するとご主人曰
く、「いや！奇跡が起きるかも知れん」と言うと一同拍手。知らない内に５００枚もの写真を
撮って下さり、アルバムまで作って下さった三室さんのご主人。尊い旅行の中で、手を差し
伸べて下さったスタッフの皆さん、感動を下さった現地セブの皆さんに感謝です。彼は、近
所の方より「顔色が良くなったネ」と声を掛けられ、再びセブに行ける様に今リハビリを頑
張っております。

介助を受け、一段、一段確かめて…。思いがけ
ないセブでのリハビリ！信じられない日々です♪

到着後、真先にフルーツスタンドへ！ 待ちに
待った生マンゴーをいっぱい買い求めました♪

今回、声をかけていただき、グッドタイ

ミングでセブ島へ旅行する事が出来ま

した。海外へは生まれて初めての旅行。

想像もつかず、ワクワクドキドキしなが

ら旅立ちました。コーラルポイントリゾ

ートの宿泊施設に到着すると、広くて現

実離れした豪華さ。メイドさん、通訳さ

ん、ドライバーさんとまるでセレブの様

でした。着いた時間が夜だったので、暗

くて街並みもわからなかったですが、

翌朝リビングから見た景色は壮大でした！！フレッシュなフルーツのジュースが疲れた体にし

み渡り、とても美味しく、いろんな果物を食べてみたい！！と思いました。５日間の旅はあっと

いう間で、ショッピング、ニューハーフショー、島巡り、本当にどれも楽しくてもっと長く居たい

と思いました。次回も絶対行こう！！今度はもっと長く！！レストランでの食事もどれも美味しく

マンゴー、バナナ、パイン、ココナッツ、本当においしくて毎日食べられて幸せでした。少し海

に入る事が少なかったのが残念でした。次に行く時は絶対にシーウォーカーをしたいです！！

本当に楽しく素敵な旅をありがとうございました。

初めてのセブ旅行

リハビリで頑張った後に２人で乾杯！

生まれて初めての海外旅行♪これ
に乗って来たんじゃないですよ！！

はじめてのセブ・マクタン島 最高な夢の実現

感謝と感動のセブ
またセブに行く事になりました。今回初
めて行く方達が５名いまして、全員で９
名の旅となりました。マクタン・セブ空
港で通訳のシャローンさんとドライバ
ーのアーネルさんの出迎えで真先にフ
ルーツスタンドに案内して頂き、ショッ
ピングバッグいっぱいのマンゴーを買
い求め、フィリピン料理のマリバゴグリ
ルでマンゴージュースとサンミゲール
で乾杯。コーラルポイントリゾートでは
Ａ棟の４階と６階にお世話になりまし
た。私の近所の方で難病により足腰が
弱い方が居て、セブに行く為両杖で歩

行練習している姿を身近で見ていましたので、「車イスを使えば困らないし、体調に合わせ
て行動すれば大丈夫だよ」と励まして頂いたのですが、温暖な気候と仲間の皆さんの理解と
池上さん（看護師）の献身的なサポートで、空港以外車イス無しで無事８日間を楽しく過ご
す事ができました。プール歩行や４時間のバディアンゴルフリゾートまでの道のりはきつか
ったと思いますが、小舟に乗ってジンベエザメ見学、ボホール島で船上バイキングも出来ま
した。さよならパーティーでは笑顔に満ち溢れ、身体を揺すっている姿に感動しました。セブ
の温暖な気候と人々の優しさは病気の方でも免疫力アップとなるのですね。これから私達
は年齢を重ね不安も多くなりますが、頑張ればいつでもセブに行ってリゾートライフを過ご
す事が出来るという恩恵があります。ワールドビッグフォーでお陰様を頂き、若さをいただ
けて感謝です。現地のスタッフの皆様本当にありがとうございました。同行して下さった池
上さん、お世話になりました。

本当にどれも楽しくてもっと長く居たいと思い
ました。次回も絶対行こう！！今度はもっと長く！！

台風１８号のためセブ島行き飛行機
欠航。名古屋で一泊。翌日、マニラ経由
でセブ島へ。気温３１℃ととても暑い。
コーラルポイントリゾートへ到着すると
メイドさん達が出迎えてくれました。部
屋に入るとマンゴージュースが用意さ
れていたので、グッと飲んで「うまい」を
連呼、本場の味です。３日目、オイルマ
ッサージを堪能。４日目、バディアンゴ
ルフリゾートでゴルフ。５日目、ジンベ
エザメウォッチング。６日目、ボホール
島へ。スコールが上がり、チョコレート
ヒルズへ登る。神秘的な景色でした。７
日目、雲が切れて青空です。マリンスポーツには最高の日差しです。マクタン島のビーチでシ
ーウォーカー。ヘルメットをかぶって水中散歩。水中の世界は目を見張るばかりです。熱帯魚
は目の前を泳ぎ、エサをあげだすと前が見えなくなるほど集まり歓迎してくれました。パラセ
ーリングは妻と二人で１５０ｍの大空に舞い上がり、遠くの島々を見渡し、眼下に広がる青
い海がとても綺麗でした。一生忘れられない思い出ができました。挑戦したスタンドアップ
パドルサーフィンはとても楽しいスポーツです。夜はスタッフ全員でさよならパーティーを開
いて下さり、メイドさん達と一緒にダンスをし、とても賑やかで楽しい夜になりました。８日
目、無事帰国の途につきました。毎日飲んだマンゴージュースの味が忘れられません。総勢
９人での旅行は終わりました。楽しく過ごせたのも通訳のリサさんや運転手さんその他スタ
ッフのお陰だと感謝しています。有難う御座いました。ワールドビッグフォーに入会させて頂
いた事に感謝しております。

挑戦したスタンドアップパドルサーフィンは
とても楽しいスポーツでした♪おっとっと～！

セブ市内観光では、エステやマッサージでピカ
ピカになりました♪若さをいただけて感謝です！

スコールが上がった後のチョコレート
ヒルズは、とても神秘的な景色でした！

出発日９月１７日（７泊８日）
会員歴２年３ヵ月　中村さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴１９年　池上さん

出発日８月２０日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　大塚さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴９年１０ヵ月　三室さん
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６月４日より５日間の旅をしてきまし

た。６回目にしてやっとカモテス島に

行く事ができました。当日は夜中から

ひどい雨が降っていましたので、今日

の船旅は無理かなと思っていました

が、朝７時頃から太陽が昇って来て、無

事出航できました。３時間掛かると聞

いていましたが、船上での会話も弾み、

波も穏やかで快適に到着することがで

きました。コテージでのランチはとても

美味しかったです。食後は島内のドライブをさせて頂きました。憧れのジプニーに乗って走

る爽快さは最高でした。立ち寄った場所では、地元の人との会話やショッピングも出来てと

ても満足出来ました。帰る頃には波が荒くなり始めちょっと不安になりましたが、島を離れ

るにつれ気にならなくなりました。マリンスポーツはジェットスキーにトライしました。サー

ビス、対応も良く、値段もリーズナブルでとても良かったです。運転もさせてもらい最高の思

い出となり、益々魅力を感じてしまい終わりそうにありません。昨年も６月に行き、誕生日月

なので色々な所でお祝いをして頂き、本当にありがたかったです。ワールドビッグフォーの

皆さんと現地の方々には大変お世話になり本当にありがとうございました。

セブの旅は、来る度に益々魅力を感
じてしまい、終わりそうにありません！

今度来訪する時はビサヤ語を少しでも多く覚え
て、地元の方とコミュニケーションを図りたい！

体の不自由な私にとって、「セブに行こ
う！」と言われた時はとてもとても行け
ないと思ったし、また不安でいっぱいで
した。でも池上さんに体の状態を二度
も見に来て頂き、「私がついているから
大丈夫！」との声に励まされて出発しま
した。空港では車イスを準備して頂き、
またスタッフの方々の対応がとても親
切で、無事コーラルポイントリゾートに
着く事ができました。セブでは観光に
行ける所は連れて行って貰い、無理な
所は留守番でした。若いメイドさんに
入れて頂いたコーヒーの味は、ひと味もふた味も違いました。疲れたと思えばマッサージを
呼んで貰い、またプールでは池上さん他、メイドさんに体操やマッサージをして頂き、体が
軽くなり、３０年振りに泳ぐ事もできました。ボホール島に行き、チョコレートヒルズも見て
来る事ができたし、ロボック川での船下りとバイキングはとても楽しかったです。ジンベエザ
メを見に行き、ボートに足が上がらない時も皆の協力があり、たくさんのジンベエザメを見
ることができました。こんな良い所があるなら、もっともっとリハビリして、また行く事が出来
たら良いなーと思っています。皆の協力があり、体が不自由な事も忘れて楽しく過ごす事が
出来たのも、池上さんや一緒に旅して頂いた皆さん、そしてスタッフの皆さんのお陰です。
本当に夢の様な日々でした。私に手を貸して頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
感謝、感謝です。

エメラルドの海へ

念願のカモテス島へ行きました！ 船上での会話
も弾み、島では憧れのジプニーにも乗れました！

こんな良い所があるなら、もっともっとリハビリして、
また行く事が出来たら良いなーと思っています！

感謝、感謝のセブの旅 フ～ム　マンゾク　セ～ブ

セブトリップ
今回宿岩さんに誘われて、初めてセブ

旅行に参加しました。無事到着。AM５

時、コーラルポイントリゾートA棟６階

のバルコニーからの眺めはとても広々

とした綺麗で穏やかな海に心が洗われ

る思いがする。友人とコーヒー、お酒を

飲みながら「すばらしい！」を連呼。アク

ティビティーでは、日本では味わえない

拳銃射撃を体験、本物の迫力にビック

リする。メイドの皆さん、グワッパ（可愛

い）のが印象にのこる。６月６日バンカーボート（腕木）船に乗りカモテス島に出発。片道３

時間の船旅では、穏やかな海が広がり気持ちのいい風が吹いてくる。小さな島が点在して

おり、手付かずの自然がすばらしい。カモテス島に接岸、ヒナイ、ヒナイ（ゆっくり）桟橋を渡り

上陸する。幾つかのコテージが点在する。海に突き出しているバルコニーが優雅である。こ

の場所ならば長く滞在したいと思う。ココナッツの実がたわわに実っている。コテージの室

内も広く豪華である。今後もワールドビッグフォーの益々の発展を願います。今度来訪する

時はビサヤ語を少しでも多く覚えて、地元の方とコミュニケーションを図りたいと思いまし

た。楽しい５日間でした。サラマッポー♪

皆の協力のお陰で、体が不自由な事も忘
れて楽しく過ごしました。感謝、感謝です！ 

今回は私達夫婦他七名で、４泊５日の
旅へと期待を膨らませながら成田を発
つ。マクタン・セブ空港に降り立つと諸
事情により機内で一時間近く入国を待
たされ、これもまた外国ならではの事
かと苦笑い。通訳さんも二時間近く待っ
たと心配していました。この日は優しい
メイドさんに迎えられながら、懐かしい
コーラルポイントリゾートの大きなベッ
ドでゆっくり身体を休ませる。二日目、
皆それぞれ予定通りに射撃やパラセー
リング・ジェットスキー・バナナボート等
を存分に楽しみ、普段に無い生き生き
とした若者顔にあきれてしまう程でし
た。三日目、どうしてもあの素敵なカモ
テス島に行きたいと通訳にお願いする
と、丁度海の波も穏やかな事もあり日
帰りなら行ける事になりました。当日は朝まで降っていた雨は上がり、波が静かで最高なコ
ンディションの中、バンカーボートは一路カモテス島へ、山国育ちの私は船のマストに掴ま
り、地平線に続く大海原と時たま船の前後を飛び交う「トビ魚」を見ると映画のワンシーンの
ような不思議な気持ちになる。カモテス島のゲストハウスからの美しい展望や美味しい食事
をリッチな気分で頂き、島内の見学をする。この島は言葉では言い表せないくらい素晴らし
い環境である。ここなら日本の寒い時期に半年移住し、半年は日本に帰る「渡り鳥」の様な生
活が出来るなと、一度目に来た時から思っていました（もう少し若かったら現地にトラクター
等を持って行き、地元の方々に農業のノウハウを指導したかったね）。島からの帰りは海が大
きく荒れていましたが、誰も船酔いもなく、揺れる船にキャーキャーと大はしゃぎの中、時間
通りにコーラルポイントリゾートに着く。バンカーボートを操る船長の手さばきに惜しみな
い拍手が沸く。四日目は買物やエステを楽しみ、夜は生バンドとメイドスタッフの方 と々さよ
ならダンスパーティー。あれよと言う間に時間も過ぎて、珍道中の４泊５日の旅は終ってし
まいました。もっとゆっくり過ごしたいと思っても、なかなか思い通りにはいかないものです
が、多くのスタッフの皆様方に感謝しつつ、今度はゆっくり「また来るね～」と機中の人とな
る。

あれよと言う間の４泊５日！ エメラルドの海を
満喫しました♪今度はゆっくりまた来るね～

初めてセブ旅行に参加! バルコニーからの眺めは最高で、友人
とコーヒー、お酒を飲みながら、「すばらしい！」を連呼しました！

皆マリンスポーツを存分に楽しみ、普段に無い
生き生きとした若者顔にあきれてしまう程でした！

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴１９年７ヵ月　宿岩さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴４年５ヵ月　互井さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴４年２ヵ月　飯島さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　甘利さん
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今回は、はじめて家族での海外旅行。
不安もありましたが、日本語の通じるス
タッフさんが空港まで迎えに来ていて、
一気に緊張がほぐれました。コーラル
ポイントリゾートの部屋に着くと今度
はメイドさん達がマンゴージュースで
お出迎え。施設の豪華さや窓から見え
る光景に感動で、子供達と一緒になっ
て部屋を見てまわりました。２日目は島
巡り。敷地内の船着場から直接出発。船
には屋根が付いていて、日差しを気に
せず、リラックスした時間を過ごせまし

た。島では浅瀬の綺麗な海に入り、スタッフの方々が用意してくれたランチをいただきまし
た。３日目はボホール島。原始猿のターシャの森。生バンドの演奏を聴きながらのロボック
川のクルーズランチ。その後、チョコレートヒルズに登り、最後はバタフライ資料館へ。資料
館のガイドさんはノリが良く、素敵な写真もたくさん撮ってもらいました。４日目はセブ本島
の市内観光。マンゴー工場でお土産を買い、道教寺院、マジェランクロス、サントニーニョ教
会を見学。夜はメイドさんやバンドの方達による、お別れ会。内気な子供達が、メイドさんの
明るさにつられて輪の中に入って踊る姿も見られ、うれしかったです。施設内の豪華なプー
ル、フルーツたっぷりの朝食、毎日違うお店で食べたフィリピン料理もいい思い出です。海
外に帰る場所ができたような感覚です。ワールドビッグフォーに出会い、このような機会が
持てた事にとても感謝しています。有難う御座います。

フルーツたっぷりの朝食、毎日違うお店で
食べたフィリピン料理もいい思い出です♪

娘と初めてのセブ旅行！ 旅の楽しさもスタッフ
のみなさんと共有できて、楽しさも倍増でした♪

２度目のセブ！マクタン・セブ空港に降
り立つと２年前の懐かしい笑顔に出会
い、またお世話になりますと変わらない
ものもあるが、高層ビルが立ち並び、様
相が少しずつ様変わりしているのが随
所に見られる。総勢１３名親子孫の３
代、孫たちは前にも増して元気よくたく
ましく朝から泳ぎ、魚やカニを追いかけ
朝食のマンゴーやバナナをおいしそう
に食し、満足そうな様子である。２日
目、バナナボート、パラセーリングなど
のマリンスポーツを体験！子供の勧め
もあり、私もバナナボートに挑戦！足の
悪い私はちょっと無理かなとも思ったが、末の孫の後に座して踏ん張ってみたが、体が持ち
手から悪夢のように離れる。コワイ…。船を止めてもらい私は移動し、皆はそのまま続けた。
その後パラセーリングにも挑戦してカチカチの体になっていた私だったけれど、１５０メー
トル上空に浮き下を見れば、丁度マルチシート（農業用品）が一面に敷かれ、水がその上を
サラサラ緩やかに流れているような錯覚、ぼんやりとして怖さもなく空中を遊覧、船に降り岸
につくと船主が「ママ楽しかった?」のひと言、ようやく我に返り笑みがこぼれ頷いた。「ありが
とう！」観光最後の日は買い物と教会へ連れて行ってもらう。教会の素晴らしさ、マリア様の
神 し々さ、しっかり胸に焼きつく、この国の皆さんの優しさの原点はここにあったのかと頷け
る。私は足が悪かったせいもあり本当に皆様にお世話様になりました。楽しい旅が出来まし
たこと、感謝感謝でいっぱいです。それから私を1番元気にしてくれた朝田さん始め、子供、
孫、そしてセブよありがとう。

セブ島

今回は、はじめて家族での海外旅行！ このよ
うな機会が持てた事にとても感謝しています！

総勢１３名親子孫の３代でセブを満喫しました！ 紹介
者の朝田さん始め、子供、孫、そしてセブよありがとう！

２度目のセブ はじめてのセブ島、４泊５日

初めてのセブ旅行
今回夏休み最後の思い出として、ご紹

介者の西川さんと娘と初めてセブ旅行

に行かせていただきました。５泊６日

の日程は、本当にあっと言う間で心に残

るとても素晴らしい旅行をさせていた

だきました。それというのも、スタッフの

皆様の心配り、お気遣いのお陰さまだ

と感じています。普通に行く海外旅行と

は全く違い、メイドさんはじめ、通訳さ

ん運転手さんが何から何まで手配、お

世話して下さるお陰で常に安心して楽

しむことができました。なかなかこんな旅行は味わえないのではないでしょうか？６日間ず

っと一緒にいたので旅の思い出もスタッフの皆さんと共有できて、楽しさも倍増するかの様

でした。カワサン滝のイカダ乗り体験、ジンベエザメと泳いだこと、どれも初めての体験で楽

しい思い出ですが、私が一番楽しかったのはアイランドホッピングです。無人島へのクルー

ズ、色の境界線がとても美しい海、プロモーションビデオに出てくるかのような砂浜にＢＢ

Ｑ。また絶対ここに来たいな～と思いました！次回は、今回できなかったマリンアクティビテ

ィにチャレンジしたいな、と思っています。ワールドビッグフォーの皆様、ありがとうございま

した。

２度目のセブではバナナボートやパラセーリングにも挑戦！
足が悪い私でも皆さんの協力で楽しい体験が出来ました！

マクタン・セブ空港に着き、飛行機から
降りると夜なのにすごい熱気で、２年
前初めてセブ島に来た時のことを思い
出しました。前回来て以来、また行きた
いと思っていたので、セブ島行きが決
まった時はすごく嬉しかったです。到着
した次の日は、日の出を見るために早
起きしました。真っ赤な太陽とオレンジ
色にキラキラ光る海はとてもきれいで
した。午前中はバナナボートやパラセ
ーリングなどのマリンスポーツを楽し
みました。バナナボートは小学生の妹からばあちゃんまで大騒ぎして乗っていました。セブ
島に来て1番の思い出はジンベエザメと泳いだことです。尾ビレがすごく近くを通って行き
ました。大きな口を開けてエラをフワフワ動かしながら餌を食べる姿は凄い迫力でした。他
にも海では様々な生き物を間近で見ることができました。珊瑚やたくさんの魚、大きなエビ
などを見ながら青くきれいな海を泳ぐことができました。買い物をしたスーパーには、ヤシ
の実や見たことのないフルーツが数多く並べられていました。他にも色も味も強烈なジュー
スなどが売られていました。今回も日本ではできない経験がたくさんできました。６日間楽
しく安心して過ごすことができたのは通訳のリサさんやドライバーさん、メイドさんのおか
げでした。何より２回も連れて行ってくれたじいちゃんとばあちゃんに感謝しています。

今回も日本ではできない経験をしました。中でも、ジン
ベエザメと泳ぐ貴重な体験は一番の思い出です！

色の境界線がとても美しい海、プロモーションビデオに出てく
るかのような砂浜に、また絶対ここに来たいな～と思いました！

今回も家族でセブを満喫しました！ 何より２回も連れて
行ってくれたじいちゃんとばあちゃんに感謝しています！

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年８ヵ月　中村さん

出発日８月１４日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　宮本さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年８ヵ月　中村さん

出発日８月２５日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　佐藤さん

♥♥♥
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昨年、橋本さんが旅した写真を見せて頂き、とても
楽しそうだったので期待してセブに向かいました
が、その何倍も楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。コーラルポイントリゾートはお城の様だし、
実際メイドさん、ドライバーさん、そして通訳さん
にはお姫様の様に扱って頂きました（笑）。山に！海
に！といった感じで、たくさんのアクティビティーを
体験しました。海に潜って魚と戯れるなんて、自分
の人生の中でありえないと思っていましたから大
冒険でした。潜る前は本当にドキドキでしたが、最
高に美しい景色が見られて、魚達にも癒されて感
動でした！海が荒れてボートが出せない日があっ
たりしたのも、自然が相手なんだなと、むしろ感動
する自分がいました。観光した美しい場所も、そこ
に至る途中で見た古い建物もどれも魅力的で、全
てが共存している姿が面白かったです。この先さら
に発展が進んで、鮮麗された街になっていくんだ
ろうか？それを自分の目で見られたら・・・また楽し

そうだと思いました。セブは全てが魅力的でイラストレーターの私には描きたいモデルの
宝庫！自然も出会った人々の笑顔も、可愛い動物たちも、どの瞬間も描きたいのに、遊ぶ時
間も欲しくて、ぼーっとする時間も欲しくて…。すっごく欲ばりになってしまう場所でした。こ
のリベンジはまた来年！そしてまたその先も！

期待してセブに向かいましたが、その何倍
も楽しい時間を過ごすことが出来ました♪

欲張りな程の贅沢な過ごし方が出来たのも、ワール
ドビッグフォーから頂いた素敵な旅の醍醐味です！

今回、セブに行くのは初めてで不安な

気持ちもありましたが、空港へ着いたら

温かい笑顔で通訳の方が迎え入れてく

れて緊張がほぐれました。コーラルポ

イントリゾートに着いたら、部屋が広か

ったのでびっくりしました。セブへ着い

たのは夜だったので、観光やショッピン

グは２日目にすることにしました。２日

目は最近できたＳＭシーサイドという

巨大なショッピングモールに行きまし

た。モール内のスーパーでお土産を買いましたが、日本のスーパーとの違いに驚きました。

日本のスーパーの袋はビニールなのに、セブのスーパーは海の環境を守る為に紙袋を使っ

ていました。３日目と４日目は２日かけて泊まりがけでバディアンゴルフリゾートに出かけ、

近くのカワサン滝にも行きました。エメラルドグリーンの水がとてもきれいで、たくさんの観

光客が訪れていました。帰りにはジンベエザメと泳ぐという体験をし、とても充実した２日間

でした。５日目は貸し切りの船で無人島へ行きました。海の色が様々で、日本の海とは違い

爽やかな風が気持ち良かったです。夜は会社がプレゼントして下さったバイキングレストラ

ンで夕食を食べました。セブ旅行６日間はとても楽しく、充実したものでした。また行きたい

です。

またすぐに行きたい！セブセレブ旅行♡

セブは全てが魅力的でイラストレーター
の私には描きたいモデルの宝庫！

泊まりがけで行ったカワサン滝は、エメラ
ルドグリーンの水がとてもきれいでした！

セブ旅行での体験 すべての景色が絵になる！

オモチャ箱をひっくり返した様な島
空からの景色を眺めながら、段 と々マク
タン空港に近づいてくる。そこはまるで
飛行機という文明の息吹が離発着する
入口の様だった。今回の旅は、友人の
橋本さんよりご縁があって実現した。私
と娘は友人達より少し早めに先乗りし、
空港で出迎えてくれた笑顔あふれる通
訳のシャローンさんと、これから訪れる
セブ島での素敵な出逢いの場をワクワ
クしながら計画した。フランシスさんの
安心で正確なドライビングスキルに癒
されながら、コーラルポイントリゾート

に到着すると、可愛いメイドさん達の異国情緒溢れる装いと温かいおもてなしに甚く感動し
た。マリンスポーツやボホール島観光を堪能し、ショッピングやエステ等、欲張りな程の贅
沢な過ごし方が出来たのも、このワールドビッグフォーから頂いた素敵な旅の醍醐味だと
思う。広大な海域に島々が星屑の様に散らばり、その中でも最古の歴史をもつセブ島。ビー
チは美しいパウダーサンドで、透明度の高い碧い海には至る所に大自然の息遣いが漂う。
それが不思議と由緒ある建造物やローカルな雰囲気、現代的な街並みと上手く調和して溶
け込んでいる。世界５０ヵ国に渡る都市を旅している中で思った事は、セブ島はまるでオモ
チャ箱をひっくり返した時に感じる心躍る瞬間が、随所に散りばめられている所なのだ。こ
の素敵な出逢いに感謝を込めて、また訪れたいと心より願う。有難うございました。

海の色が様々で、日本の海とは違い
爽やかな風が気持ち良かったです♪

去年は２人で、今年は総勢７名でコー
ラルポイントリゾートに泊まってきまし
た。前回セブ旅行した時に、フェイスブ
ックに載せた写真を見た友達が、『何な
の？このセレブ旅行？』と興味津々に。東
京の湯島事務局で説明して頂き、その
後、全員が会員になりセブ旅行が実現
しました。楽しい仲間なので旅行中は
毎日が大盛り上がりです。しかも初日の
ディナーに大阪に居るはずの知人がそ
こに！？「ドッキリ大成功～！」の看板を
持って朝山先生が登場したのには、本
当にびっくり！！嬉しいサプライズでし
た。アイランドホッピングでは海の綺麗さを満喫。バービー人形並みのルックスの彼女？と、
三枚目のニューハーフショーも大笑いでした。コーラルポイントリゾートのスペシャルビラ
では、プライベートプールでなりきり女優、撮影会をして盛り上がったり、ボホール島では、世
界最小のモンキー、ターシャをすぐ手の届きそうな近くで見て、その可愛さに癒されました。
滞在中、色々なお願いを笑顔で快く叶えてくれた、通訳のシャローンさんとドライバーのフラ
ンシスさんにも感謝しています。１ヵ月前に個人旅行でセブに行った友人は、現地での移動
に苦労したそうですが、一方、私達は専属の通訳、ドライバー、車付きです。セブはワールド
ビッグフォーで行くべきですよ！そして、マイナス金利で貯金の預け先を迷う時代に、ワール
ドビッグフォーに巡り合わせてくれた冨田統括、谷津田さん、そして一昨年のセブ旅行４日
前に亡くなった母に感謝の気持ちで一杯です。これからも大切な友人達に伝え続けていこう
と思います。

紹介して下さった方、そして母に感謝。これからも
大切な友人達に伝え続けていこうと思います！

ビーチは美しいパウダーサンドで、透明度の高い
碧い海には至る所に大自然の息遣いが漂う♪

去年は２人でしたが、今年は総勢７名で
コーラルポイントリゾートに泊まってきました！

出発日９月９日（６泊７日）
会員歴２年５ヵ月　橋本さん

出発日９月９日（６泊７日）
会員歴１年６ヵ月　加藤さん

出発日８月２５日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　佐藤さん

出発日９月６日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　小林さん


