
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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ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

ごあいさつ
大自然との共生が健康長寿を導くワールドビッグフォーリゾート！

１年を通して温暖な気候、その穏やかで優しくストレスフリーな環境は老若男女を
問わず楽しむことができ、滞在期間中も皆様のご希望に沿ってご案内させて頂きますので
すべてが自由時間。贅沢に過ごすアットホームなひとときは開放感に満たされ、笑顔を育む
上質の自然環境は充実、満足と共に掛け替えのない健康長寿へと導くこととなるでしょう。
是非皆様も人生観が変わるワールドビッグフォーリゾートへ！健康長寿の秘訣は人生を
大いに楽しみ皆で笑うこと、私達が思っているよりも簡単な法則なのかもしれません。
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。

WORLD BIG 4 RESORT SINCE 1990 
南国セブ島の豊かな景観に佇む「コーラルポイントリゾート」

一年中暖かい常夏の島「セブ島」。開放感溢れる海の美しさは勿論、ゴルフ、観光、マリンスポーツ、カジノ等、多様なアクティビティー
を気軽に体験でき、外食やショッピングも格安にお楽しみ頂けます。是非、ご家族・ご友人との思い出に残る大切な一時をワールド
ビッグフォーリゾートでお過ごし下さい。尚、ご予約は出発日より約４ヵ月前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期での手続きを
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

（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９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

１０／０１～１０／３１ ￥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＞

人生観が変わる究極のリゾート！
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５歳の息子と２人で参加しました。子

供は朝からほぼ毎日プライベートプー

ルやビーチで遊んでいました。その時

も子供に危険がないようにメイドさん

が側で見守っていてくれたりと、本当に

至れり尽くせりでした。目の前にプライ

ベートプールやビーチがある生活はと

てもリッチな気分になれて最高でし

た。特に今年の冬は雪がすごくて気分

も塞ぎ気味でしたが、セブの青い海、太

陽に一気にテンションも上がりました。私はこの旅行で人生初のスクーバダイビングにも挑

戦しました。海の中はキレイな魚やサンゴがいっぱいで感動の連続でした。今回は体験ダ

イビングだけでしたが、「次回はライセンスを取得したいな」と思いました。セブはダイビン

グのライセンスを格安で取れるそうで、人気のスポットのようです。毎日いろいろな場所へ

連れて行って貰い、楽しんだ１日の終わりには１時間たっぷりマッサージ。疲れた足もスッ

キリして、次の日に疲れを残す事無くグッスリ眠りに就けました。日本では考えられない安さ

の施術料金。旅の半分の時間はマッサージをして貰いました。沢山の素晴らしい思い出をく

れたワールドビッグフォーに感謝です。

息子は朝からほぼ毎日プライベートプールやビー
チで遊んでいました。とてもリッチな気分でした！

初めてのハッピーワールドミュ
ージアムでも大はしゃぎ♪

３月１０日、肌寒い長岡から１２名で

一路セブ島へ…。あいにくセブ島は雨

曇りの天候。でも北国新潟とは別世界

「何て爽やかで気持ちいい風♪」。天候

が悪くてもショッピング、食べ歩き（イタ

リアン、中華、フィリピン、韓国料理）す

べて美味しくて大満足。そしてココナッ

ツオイルでのマッサージ♪♪全身とろ

けそ～～。なんて幸せ、夢ごこち♡♡カ

ジノにディナーショー。毎日毎晩楽しく

てワクワクドキドキ。４日目からは快晴

☀海はエメラルド色に輝いていました。船でパンダノン島に渡りバーベキュー。とても楽しい

ひと時でした♪３年前、友人夫婦とセブ旅行を予定し、出発前に母が入院して直前でキャン

セル。昨年は私自身も大腿骨を骨折して３５日間の入院。思うように歩く事が出来ずに落ち

込んでいましたが、この度、村山統括様からお誘いを頂き思い切って参加して本当に良かっ

たと思います。セブに滞在中、足の痛みはまったく感じられず「完治してしまったのかしら？」

と思う程スイスイ歩けてびっくりしました。また来年も是非、魔法のセブ島へ訪問したいと思

います。ご一緒させて頂いたメンバーの皆様、楽しい旅を有難うございました。そして通訳さ

ん、ドライバーさん、スタッフの皆様に感謝致します。

出会いに感謝の旅

本当に至れり尽くせりでした！ 沢山の素晴らしい
思い出をくれたワールドビッグフォーに感謝です！

暖かいセブでは、足の痛みもまったく感じられず
「完治してしまったのかしら？」と思う程でした

遊びながら療養ができる魔法のセブ島！ 素晴らしい思い出

感謝、感謝、感謝！のセブ♡
２回目のセブ♡最高でした。めちゃめ
ちゃ楽しかった！前回、海遊びはほとん
どなく買い物ばかりで、青い海と白い砂
浜を楽しんでいなかったので、今回は
３日連続で海！美貌もナイスバディーも
真赤になって遊びまくりました。初めて
のパラセーリング！初めての無人島！初
めてのジンベエザメとのご対面！子供
に返って大はしゃぎ♡最高！最高！（＾０
＾）片言の日本語で通訳のノバさんが
一生懸命案内してくれて感謝です。リサ

さんとアイリーンさんのサポートが素晴しいので全く困る事なく、メイドさん達も居心地よく
色 し々て下さり、本当にありがとう♡初めてのセブの夜景！初めての中華！初めてのスイーツ
ハロハロ！初めての水上レストランに感動しました（＾＾）。飛んで良し！泳いで良し！食して
良し！。本当に楽しいセブ♡でした。ＪＷＢの見学にも行かせてもらいました。東京に戻って
翌日には、ワールドビッグフォー事務局の前で写真を撮りに伺った際、なかなかお会いする
事のできない会長さんに初めて会い、私達一人ひとりと写真も撮って下さり、大変為になる
お話も聞かせて下さり、優しい会長さんに感謝です。遠藤理事さんが一番びっくりしていた
事に(笑)。スタッフの方々のおもてなしに感激！こんなに素敵なワールドビッグフォーを紹介
して下さった三田さんに心から感謝しています。さあ！頑張って預けるゾォ～！

肌寒い長岡から１２名で一路セブ島へ…爽やかな風を
浴び思い切って参加して本当に良かったと思います♪

以前から「ダイビングのライセンスを取

りたい！」と話していた息子と２人を仲

間に入れていただき総勢１４名。初対

面の方とも話が盛り上がり、大笑いの

連続でした。「出会いに感謝！！」夢の様

な１週間を過ごす事ができました。旅

行の楽しみの一つは食事ですが、私は

好き嫌いが多く、あまり期待はしていま

せんでした。しかし到着した夜のスペイ

ン料理はもちろん、韓国料理、中華、イ

タリアンなど、何を食べても美味しくて体重オーバーを気にしながらも、締めは最後の夜の

マルコポーロホテルのバイキング。大好きなシーフードからスイーツまで堪能しました。ワ

インも美味しくて飲みすぎてしまいました。４月から新社会人となる息子も念願のスクーバ

ダイビングライセンスを取得することが出来ました。ショップの手配から送迎まで本当にお

世話になりました。ワールドビッグフォーのスタッフの皆様の笑顔に癒され、優しい心遣いと

気遣い「おもてなし」の素晴らしさに感謝の気持ちでいっぱいです。機会があれば、次回はボ

ホール島を巡りたいと思います。

念願のダイビングのライ
センスを取得できました！

片言の日本語でノバさんが一生
懸命ガイドしてくれて感謝です！

最後の夜のマルコポーロホテルのバイキングでは、大好き
なシーフードからスイーツまでワインと一緒に堪能しました！

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴１年３ヵ月　小林さん

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴１年２ヵ月　大橋さん

出発日３月１０日（７泊８日）
会員歴４年３ヵ月　中曾根さん

出発日４月１７日（８泊９日）
会員歴２年１ヵ月　勝田さん
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初めてのセブ旅行です。以前海外旅行
で知り合った山口県の田中さん、鈴川
さんに誘われて、秋田県より一人参加
しました。マクタン・セブ空港では３人
が一年振りに感激の再会を果たしまし
た。関西空港より８人、成田空港からは
５人と、計１３名の旅行となりました。
コーラルポイントリゾートに到着し、施
設の豪華絢爛で広いフロアーとベッド
ルームに先ず驚きました。翌日からは、
もう遊びの連続です。最初は射撃場で
す。クレー射撃と実猟は４０年以上の

キャリアがありますが、今回はピストルが撃ちたくて行きました。しかし重いのと緊張のあま
り手が震えて、あまり成績は良くなかったのですが、５０発位撃ったので満足しました。その
後、パラセーリングで空を飛びました。同行者はシーウォーカーで海に潜りました。７４歳
の僕としては遠慮しましたが、来年また行けたら挑戦します。夜はニューハーフショー。彼女
（？）達の美しさには圧倒されました。３日目は早朝４時起き５時出発で、眠い目を擦りなが
らの行程でしたが、船上からのジンベエザメを間近で見ましたらもう大歓声でした。その夜
は海上レストランで食事です。帰国前日は無人島に行きバーベキューを堪能して精一杯泳
ぎ、ヤシの実にストローを挿し飲みました。あー「南国の味」。さよならパーティーもあり最後
の夜を楽しみました。田中さん、鈴川さん、まとめ役の三田さん、運転手のフランシスさん、
通訳案内役のノバさん、メイドの皆さんありがとう、また行きます。ごきげんよう！

眠い目を擦りながらの行程でしたが、船上からのジ
ンベエザメを間近で見ましたらもう大歓声でした♪

特に大事な仲間と遊んだ５日間はあっと
いう間に過ぎ、心に深く残るものでした！

初めてワールドビッグフォーのセブ島

旅行にワクワク・ドキドキしながら参加

しました。始めはマリンスポーツです。

シーウォークで可愛い魚達と戯れ、次

にパラセーリングで紺碧の海を眼下に

爽快でした。次の日は早起きしてジン

ベエザメに会いに行きました。ジンベ

エさんの愛くるしい顔をみたらホッコ

リしました。次の日は無人島へ。船から

降りて海に入り遥か彼方の水平線を眺

めていると、一瞬時間が止まった様でした。海のそばで育った私は、夏休みといえば水着に

バスタオル１枚羽織って家から裸足で海へ一目散でした。半世紀ぶりに海に入り、あの頃が

懐かしく思い出されました。それからセブは鉄道がないので、交通手段が車や改造したバ

ス、リヤカーを付けたオートバイや自転車で移動している活気ある姿を目の当たりにして、こ

れからの成長が楽しみな国だと思いました。ドライバーさんの運転が上手なのにもビックリ

しました。貴重な体験が出来、癒される旅でした。毎日献身的に、いつも笑顔で接して下さっ

た通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、有難うございました。そして何よりこの仕組みを

作って下さった行方会長さんに大感謝です。伝えて下さった方にも感謝です。

笑顔あふれるセブ旅行

クレー射撃と実猟は４０年以上のキャリアですが、ピス
トルが撃ちたくてトライ！ 50発位撃って満足しました！

遥か彼方の水平線を眺めている
と一瞬時間が止まった様でした♪

初めてのセブ島 遊び満喫セブ旅行　

また行くぞ♡セブ
この度のセブ旅行は、私達に伝えてくれ

た太刀川さん２人、そして私の友人で

ある林さん夫妻と一緒でした。特に大

事な仲間と遊んだ５日間はあっという

間に過ぎ、心に深く残るものでした。大

変活動的なメンバーで、日数が少ない

事もあり、ムダをなくし時間を調整しな

がらのフル回転でした。頼まれていた

ショッピング等は半分もできませんでし

た。１日の終わりには全員揃ってオイルマッサージを受けてリラックスし、最高の気分でし

た。アメージングショーに行った時は、仲間の御主人が舞台中央へ連れて行かれ、現地の

ニューハーフの方達に負けない踊りを披露してくれて大喝采♡♡♡トリックアートも初体験

でしたが楽しかった。アートと一体になろうとすると、不思議なバカ気分になれた。特に滝に

落ちるアートは大好き！思わず「助けて～！！」と声が出る。短い日程でしたが、ドライバーさ

ん、通訳のミッシェルちゃん、メイドさん、いろいろありがとうございました。またお会いしま

しょう。

オートバイや自転車で移動している活気ある姿を目の当
たりにして、これからの成長が楽しみな国だと思いました！

ドキドキ、ワクワクしながら出発した初
めてのセブ旅行。想像をはるかに超え
る充実した日々を過ごす事ができまし
た。たくさんのメイドさん達に迎えら
れ、美味しいWelcome Drinkマンゴー
ジュースを頂きました。２日目はマリン
スポーツと射撃。初めての射撃に怖さ
と緊張があったものの、見事ど真ん中
を命中させることが出来ました。海では
シーウォーカー、バナナボート、パラ
セーリング…。残念ながら船酔いで出
来ないのもありましたが、また次回来
た時リベンジしたいと思います。そして無人島。一番の驚きと興奮を隠せず楽しむことがで
きました。見たことのない景色に圧倒され、写真撮影が止まらない（笑）。透き通る海で通訳
さん、ドライバーさんと一緒にはしゃぎ泳いだことが今でも忘れられません。その他にも
ショッピングやニューハーフショー、水上レストランでの食事。今まで経験した事の無い笑顔
あふれる日々を過ごす事ができました。これも通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達が居
てくれたお陰です。旅行しながらも、たくさんの愛に包まれ過ごせた日々。一生の思い出とな
りました。お別れは寂しく、まだまだ一緒に居たかったけど、また行ける日を心待ちにし、日本
へと帰国しました。こんなに楽しく旅行でき、笑顔いっぱい胸いっぱい、そして思い出いっぱ
いの旅行となりました。またセブへ行くことがとても楽しみです。

一番の驚きと興奮を感じた無人島♪ 透き通
る海で、泳いだことが今でも忘れられません！

トリックアートも初体験でした。アートと一体になろ
うとすると、不思議なバカ気分になれました！（笑）

ショッピングやニューハーフショー、水上レストランでの食事。今ま
で経験した事の無い笑顔あふれる日々を過ごす事ができました！

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　神野さん

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　平泉さん

出発日４月１７日（８泊９日）
会員歴１０ヵ月　久保さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴８年７ヵ月　野部さん
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初めてのセブ旅行。１歳になった娘は
飛行機も初体験。私はとてもドキドキし
ていましたが無事に到着し、通訳さん、
運転手さんが迎えてくれてコーラルポ
イントリゾートへ。とてもゴージャスで
大きなお部屋でゆったりとマンゴージ
ュースをいただきました。メイドさんも
とても元気で優しく、さらに安心できま
した。南国の明るい太陽とエメラルドグ
リーンの海に迎えられ、夢の様なセブ
での旅行がスタートしました。部屋から

海が見えるロケーションにはうっとりしました。通訳さんと予定をたてて、何時のお迎えにす
る？どこで何食べますか？など細かい気配りに安心してお任せしました。ショッピング、マッ
サージ、美味しい食事、マリンスポーツを楽しみました。白い砂浜にエメラルドグリーンの海
で、娘がプカプカと泳いで楽しんでいる姿に、色々な方から「ベイビー！！」などと声をかけて
もらっていました。セブは笑顔で明るい方ばかりです。家事は全てメイドさんにお任せし、毎
朝の食事は愛情たっぷりで感動しました。好きな時間に寝て、洗濯までしていただき、普通
の旅行では味わえません。皆さん本当にありがとうございました。この至福の時をくださっ
たワールドビッグフォーの方 と々、何より旅行をプレゼントしてくれた母に心から感謝いた
します。またセブに行きたいと思います。

家事は全てメイドさん任せ、他では味わえない旅行
をプレゼントしてくれた母に心から感謝いたします

帰国前日はパンダノン島に船で渡り、バ
ーベキューをし、透き通る海で泳ぎました♪

約８年～９年前、お友達の野部さんか

ら「利息のいい定期預金のようなもの

があるけど、やらない？」と声をかけら

れました。私はＦＸやいろんなマルチ

ビジネスをやったことがありますが、こ

とごとく失敗し、お金も無くなっていた

ので主人に話しをした所、聞いてみた

い！と言ったので、友達と遠藤理事さん

に会って話を聞きました。その後、私は

主人に話を聞くこともなく過ごしていま

したが、今回セブ島旅行の話があったので、主人と友達とそのめい娘さんの５人で行く事に

なりました。３人が元金がなくならないでお金が増えて行く話をしていて、老後も安心して暮

らせる、本当に良かったと横で聞いていて、私も１口２５万円なら始められると知り、この度

加入する事にしました。セブ島の旅行は写真で見るよりきれいで感動しました。とてもリッチ

な気持ちになれました。今度は息子もつれて来たいと思いました。旅行から帰ってきて大切

な友人に伝えました。ワールドビッグフォーの素晴らしさを沢山の方に伝えて、皆にすばらし

い人生を送ってもらいたいと思いました。

初めてのセブ

娘がプカプカと泳いでいると、色々な方から
「ベイビー！！」などと声をかけてもらっていました♡

ワールドビッグフォーの素晴らしさを沢山の方に伝えて、
皆にすばらしい人生を送ってもらいたいと思いました！

楽しいセブ旅行 初めてのセブ旅行

夢の島セブ島
初めてのセブ島に期待をし、マクタン・
セブ空港に到着したら、通訳さんが待
っていてくれました。コーラルポイント
リゾートに着くなり南国の素敵な風景
に思わず「すごーい！」と感激し、部屋に
入れば豪華な雰囲気に魅了されまし
た。夕食はフィリピン料理をいただき、
次の朝は小鳥の鳴き声を聞きながらの
朝食。マンゴーがおいしかったこと。そ
して前からやってみたかったマリンス
ポーツではパラセーリング。空中から見

た景色は素晴らしく、日常生活を忘れ開放的な気分になり、シーウォーカーでは海中散歩を
しながら魚の群れに思わず手をやり、餌の容器に魚を入れ孫に見せてやりました。通訳さん
は容器にいっぱい入れた熱帯魚を見てビックリ。帰国前日はパンダノン島に船で渡りバー
ベキューをし、透き通る海で泳ぎました。マンゴーが食べたくなり果物が山積みになってい
る市場で買物をし、フレッシュジュースを作ってもらって飲んだ味は忘れられないです。夕食
はホテルでのバイキング、色んな料理をお腹いっぱいいただきました。本当に夢の様な５
日間でした。また来る事を約束しました。お世話になった通訳さん、ドライバーさん、メイド
さん、現地の方々、大変ありがとうございました。そしてワールドビッグフォーとのご縁を頂
けたことに感謝致します。

とてもリッチな気持ちになれました！ セブ島の
旅行は写真で見るよりきれいで感動しました！ 

やっと休みが取れ行って来たセブ島で

す。４泊５日と短い滞在なのでより充

実させようと思い、ドライバーさんや通

訳のミッシェルさんと相談しながらの日

程でした。先ず、楽しみにしていたのが

ゴルフです。日程的な問題があり、近く

のゴルフ場にしました。日本とはだいぶ

違いますね。今回初めてコースに出る

若い子も一緒で（体育の先生だから初

めてなのにすばらしいよ～）大変な暑

さの中、楽しいゴルフでした。次の日はマリンスポーツです。良い天気に恵まれ、青い空と青

い海の中を飛んだパラセーリング。そして海底を歩いて多くのカラフルな魚達と触れあうシ

ーウォーカー。南国の空と海を充分に満喫できました。次の日、ニューハーフショーでの体験

は忘れられません。ニューハーフの人に手をとられて舞台にあげられ、恥ずかしさも忘れ、

楽しく踊った事、なかなか貴重な体験でした。短い日程でしたが、スタッフの皆様には大変

お世話様になりありがとうございました。次回はボホール島のかわいいターシャに会いに、

またチョコレートヒルズも見たいと思います。

トリックアートミュージアムで結
構楽しみました。流される～～！！

ホテルのバイキングでは色々な料理をお腹
いっぱいいただき夢の様な５日間でした！

やっと実現しました！！ 短い日程
ですが思いっきり楽しみます！！

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴８年　林さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　新保さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴８年　林さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴１年　中野さん
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今回は友人５人での賑やかな大変楽
しい旅になった。マクタン・セブ空港で
待っていてくれた通訳さんとドライ
バーさんに会ってホットしたのはいつ
ものとおり。しかしこの後、トラブルが起
こったのだ！スーパーでビールが売ら
れていない！冷蔵庫に入れておくビー
ルが買えない？どうやら地方選挙の為、
町では酒類の販売が一時禁止されて
いるらしい…。とんだハプニングでは
あったが一先ず夕食をとる為「マリバ
ゴグリル」へ。幸せな事にビールの提供
はあるが、飲んでいいのかな？？翌日は
“アルタビスタ”でゴルフの予定をして
いて、ゴルフ場に入ったのだがフロント

の様子が何かおかしい？どうやらキャディーさん達が選挙に行って来ると言うので、クラブ
ハウスのレストランで飲みながら昼食をとったが、あまりに遅いので問い合わせると、戻っ
てくるのは限りなく不可能に近いとの返事！あああ！絶望。沈んだ気持ちで帰りにマッサー
ジ、そして夕食に和食レストラン「呑ん気」へ来たが、ああ！またここでアルコール無し！！美味
しいはずの日本料理がそこそこの気分。そして翌日は気分を取り戻して早朝からまた“アル
タビスタ”へ。見晴らしの良いゴルフ場で楽しいキャディーさんに囲まれてゴルフが出来少
し気分回復！さて一日遅れて“ボホール島観光へ”。そして次は“アイランドホッピング”で海を
満喫した。今回の旅の最終日前日は“セブカントリークラブ”でゴルフ。予約不可との情報で
早朝から出向き、思い通りプレイでき満足。さて、夜はホームパーティー、生バンドの演奏に
合わせて歌ったり、踊ったり。メイドさん達のキレッキレのダンスで楽しい最後の一夜が更
けた。旅の楽しさはまず食事、スペイン料理「HOLA」、焼き肉「韓陽苑」、極めつきは、メイド
さんに依頼したLapu Lapuの煮魚！とっても美味しかった。大勢のメイドさん、通訳さん、ドラ
イバーさん、今回も楽しい１週間でした。ありがとう！　

夜はホームパーティー！！ メイドさん達のキレッ
キレのダンスで楽しい最後の一夜が更けた

現在８２歳。ゴルフに、健康に、友人
に、セブに感謝の旅となりました！ 

この度、母の友達３名の方々と初めて
セブ旅行を体験してきました。到着した
日はちょうどフィリピンから台風が去っ
た直後でした。不思議とマニラは連日
雨なのにセブはずっと晴れ。しかも滞
在中はスコールに一度も遭遇しません
でした。晴れ女の方がいらっしゃったよ
うです（笑）。普段から会報等でマクタン
島の美しさを知っていたつもりでした
が、いざ本物を目にすると想像以上の
美しさで、まさに地上の楽園でした。滞
在させてもらったコーラルポイントリ
ゾートはホテルではなく大富豪の別荘
ということで、メイドさん達が朝食の用
意から洗濯、その他の仕事を全部やっ
てくれたり、警備の方々が出入りの度に
門を開け閉めしてくれました。また、船で別の島へ行き海水浴とバーベキューを楽しんだ時
には、船員さん達や食事の準備をしてくれるスタッフの方達が私たち４人のために７人も
一緒に来てくれました。また、港のような所に行って船に乗るのではなくて、船が敷地内まで
迎えに来てくれたので驚きました。もともと海外旅行は好きでよく行ってはいましたが、こん
な贅沢な旅は人生初で、普通のホテルに滞在する旅行とは全く違った体験をすることがで
きました。毎日ベテラン通訳のリサさんが私たちの希望を聞いてくれ、楽しそうな提案をい
ろいろしてくれました。大きなショッピングモールでの買物やマッサージ、華やかなアメージ
ングショー、美味しいレストラン、バディアンゴルフリゾートの滞在、ボホール島、吊り橋を
渡って美しい滝を見に行ったりなど、とても楽しくあっという間の８日間でした。いろいろな
場所に移動しながら、発展する街の様子も垣間見ることができました。フィリピンは投資適
格国世界ナンバー１とニュースで見たことがありますが、本当に若い人が多く活力があり、
将来が楽しみな国だと実感しました。あたたかく迎えて下さった現地スタッフのみなさん、
大変お世話になりました。至れり尽せりの滞在をありがとうございました。セブが大好きにな
りました。是非また訪れたいです。

９年ぶり、感動のセブ旅行

今回は友人５人での賑やかな大変楽しい旅
になりました！最後にゴルフもプレイでき満足！

もともと海外旅行は好きで、よく行ってはいましたが、
こんな贅沢な旅人生初で全く違った体験ができました！

感動の初セブ旅行 今回も楽しいセブ旅行になりました

いよいよ終活
ゴルフ気違いの僕は、年間５０回プ

レーを目標に生きてきました。それも今

年が最後になりそうです。以前は人生

あれこれ考えていたけれど、最近はもう

考えない。考えても無駄だということが

解りました。ここ数年、仲間達と東南ア

ジアでプレーをしてきました。そんな時に仲間から「もう一度セブでゴルフを！」と、そんな話

になりました。今回が７年半ぶり２回目のセブでした。現在８２歳。ゴルフに、健康に、友人

に、セブに感謝の旅となりました。ありがとうございました。今までの人生？もちろん幸福で

した。不幸だと思ったら損しちゃう。これからも、もっと幸福になる気満々です。

滞在中、スコールに一度も遭遇しませんでした。
晴れ女の方がいらっしゃったようです。（笑）

初めてセブを訪れたのは９年前、夫と
一緒で男性ばかりの中に女性一人の旅
でした。盛り沢山の日程で、海の観光を
楽しみました。その時、セブは今後どの
ように変わるか、１０年後位にまた見
に来たいと思い、そして今年その思い
が実現しました。今回は女性５人の旅
で、２回目、３回目の方がいて、安心し
て出発できました。セブの町は９年前
とは随分様変わりしていました。道路沿
いには家が建ち並び、車も多く活気が
あります。コーラルポイントリゾートに
到着すると、メイドさん達に迎えられま
した。９年前にメイドとして迎えて下さった一人が、今回通訳をして下さるノバさんとわかり
再会を喜び合いました。おばさん達５人はこの旅をのんびり、ゆったり過ごしたり買い物を
楽しもうと話し合っていました。でもキルトの島へ是非行きたいと希望をしていたところ、２
日間波が高くて船が出せず、３日目にようやく行く事ができ、バーベキューや砂浜での散策
を楽しむ事ができました。フィリピンならではの買い物をする為に日本で情報を集めていた
ので、あちこちへ運転手さんや通訳さんに連れて行ってもらい、帰りの荷物の重量を心配す
るほど買い物を楽しみました。今回の旅で折り紙をメイドさんに教えたいと思っていました。
一緒に折る時間が持てて帰る前の夕方には、メイドさん達が折った沢山の折鶴を見て感激
で胸がいっぱいになりました。沢山の土産と楽しい思い出を持って帰路につきました。

メイドさん達が折った沢山の折鶴を見
て感激で胸がいっぱいになりました♪

仲間から「もう一度セブでゴルフを！」と、
今回が７年半ぶり２回目のセブでした！

市内のあちこち連れて行ってもらい、帰りの荷
物の重量を心配するほど買い物を楽しみました！

出発日６月９日（４泊５日）
会員歴１０年２ヵ月　森さん

出発日５月１３日（６泊７日）
会員歴８年７ヵ月　木村さん

出発日６月８日（７泊８日）
会員歴３年１０ヵ月　鈴木さん

出発日５月１３日（６泊７日）
会員歴７年７ヵ月　平野さん
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今年は昨年に続き、姉妹と姉家族、６
泊７日のセブ旅行となりました。日本で
の忙しい毎日から解放され、至福の時
間を過ごす事ができました。今回はキ
ルトの島カオハガン島に渡り、お魚の
模様がかわいいテーブルクロスとラン
チョンマットを購入し、結婚間近な息子
への良いプレゼントになりました。また
綺麗な海辺でのＢＢＱでのサンミゲル
ビールが最高に美味しかったです。早
朝から出発したボホール島へは姉妹
３人での観光となりました。ロボック川

での船上ランチを楽しみ、途中下船して誕生石のペンダントをお揃いで購入しました。世界
最小のメガネ猿のターシャにも逢い、たくさん写真も撮りました。チョコレートヒルズでは円
錐形の小山が千個以上も連なる不思議な風景に圧巻でした。ニューハーフショー、マッ
サージ、ラプラプ公園、寺院、水上レストランでのフィリピン料理、イタリアン、メイドさんに
作って頂いたフィリピン料理や朝食はおいしくて、今日のフレッシュジュースは何かな？と楽
しみでした。３月が誕生日の私は今回もサプライズケーキを２回も頂き、皆様に祝って頂き
ありがとうございました。また元気に歳を重ねられたことに感謝です。かわいいメイドの皆
さん、ドライバーさん、通訳のノバさんには連日大変お世話になり感謝です。ワールドビッ
グフォーの関係者皆様のお陰で、素晴らしい経験、体験をすることが出来ました。今年もセ
ブ島でリフレッシュできました。

お魚の模様がかわいいテーブルクロスとランチョンマットを
購入し、結婚間近な息子への良いプレゼントになりました！

旅を共にする９名で美味しいもの沢山食
べて、楽しいバカンスをエンジョイしました！

片目が不自由になってからは旅行も行

きたくなくなりましたが、妹に声を掛け

てもらい家族の心配もある中、セブ島

に行く事が出来ました。何もわからな

いので妹に頼りっぱなしでしたが・・・。

コーラルポイントリゾートの広い素晴

らしいお部屋に宿泊でき、通訳さんが

ずっと手を組んで歩いてくれたり、荷物

を持ってくれたり、車の乗り降りの時も

ドライバーさんが気を使ってくれたり、すごく助かりました。海水プールに入ったり、パラセー

リング、シーウォーカー、ペディキュアと初めての体験をする事が出来、マッサージも滞在中

２回も行きました。施設を一歩でると町並みが全然違うのに驚き、車に渋滞、乗り合いバス

の中にいる人の多さ、郊外では犬やヤギが普通に道を歩いている事にもビックリ！！沢山の

体験をしたにもかかわらず、帰国して疲れも無く、いい思い出を作らせて頂きました。皆様方

に優しく、そして助けていただいた事、本当に感謝の一言です。ありがとうございました。

３度目のセブ島旅行は１週間のバカンス

綺麗な海辺でのＢＢＱでは、サンミゲル
ビールが最高に美味しかったです♪

皆様方に優しく助けて頂いたお陰で沢山、
初めての体験をする事が出来ました！

初めてのセブ島 今年もセブ島でリフレッシュ！！

癒しのリゾート旅
３月２５日、朝６時に長野を出発。成田

空港までの道すがら、満開の桜を見て、

「ウキウキ」。楽しい旅のスタートです。

マクタン島に到着して、旅を共にする９

名でまず夕食。楽しい日々を過ごせます

ように！サンミゲルビールでカンパ～イ

♡３年振りにニューハーフショーを観

て、あまりの美しさにドキドキしながら

楽しい時間を過ごしました。バディアン

ゴルフリゾートでは近くの海で泳ぎ、

ゆっくり海を見ながらビールでカンパイ！なかなかの景色でした！幸せです。カオハガン島で

はバーベキューを堪能しましたが、大きなシャコが食べたくて、島の漁師から買ってそれを

ボイルして頂いて食べました。味が濃くて、とっても美味しかった♪ほっぺが落ちそう！（＾～

＾）。今回は珍しくステーキハウスにも行きました。卒業旅行なのか、日本の若い女の子達も

見かけとても楽しそうでセブの人気が伺えました。９回も訪れているセブ島ですが、来るた

び居心地良く贅沢な時間を過ごせます。今回もドライバー、通訳、スタッフの皆様にわがま

まを言いながら、とても楽しく過ごす事ができました。楽しいバカンスをありがとうございま

した。

素晴らしいお部屋に宿泊し、移動中は通
訳さんがずっと手を組んで歩いてくれました

1年振りのセブ旅行。そして毎回変わる

ゴージャスな部屋にテンションが上が

る。その熱を冷ますかのように、毎朝目

の前のプールに飛び込む。プールが目

の前にある生活と、耳を傾ければ波の

音と共に過ごす時間が何よりの癒しと

幸せに。東京で過ごす時間との違いは

何よりも心の穏やかさにある。真っ青で

どこまでも続く空と海（今回はダイビン

グと釣り体験）。波の音や木々の揺れる

音、時より聞こえる鳥達の奏でるメッ

セージ。身体いっぱいに浴びる太陽の光、それらを時間に追われることなく堪能し、自分のも

のにできるセブ島は楽園。ここを体験してしまうと他の旅行が物足りなくなってしまうほどだ

…。親切でフレンドリーなスタッフさん達と一緒になって笑い踊るのもまた最高で、リアルに

その一瞬一瞬が自分の人生の１ページになっていく充実感。どこへ行っても美味しい料理と

お酒に毎日お腹いっぱいにしながら、大好きな音楽と空間を大好きな家族達と過ごす1週間

は僕の中でなによりものプレゼントでありギフトだ。僕はこの1週間を胸にまた頑張ろうと思

う！そしてまた来年！！笑顔で夢を叶えて戻って来るよ！スタッフの皆様また宜しくお願いしま

す。そして、いつも笑顔で楽しい時間をありがとうございます。

大好きな音楽と空間を大好きな家族達と過ごす。
1週間は僕の中でなによりものプレゼントでした♪

３年振りにニューハーフショーを観て、あまりの美し
さにドキドキしながら楽しい時間を過ごしました♡

1年振りのセブ旅行を満喫中！ 今回
はダイビングと釣り体験をしました♪

出発日３月１８日（６泊７日）
会員歴７年２ヵ月　小谷さん

出発日３月１８日（６泊７日）
会員歴２年６ヵ月　田村さん

出発日３月６日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　東さん

出発日３月２５日（８泊９日）
会員歴１２年１ヵ月　佐藤さん
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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は、一本の木の枝

の上になんとも言えない姿、目のク

ルッとした本当にかわいい「ターシャ」

に感動しました。旅行雑誌で見るより実

際の目で見る「チョコレートヒルズ」。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個だそ

うです！最後の夜のさよならパーティーでは生バンドが入り、素敵な演奏でダンスをして楽

しい一時を過ごしました。お天気に恵まれて、皆さんの笑顔、通訳さん、メイドさん、ドライ

バーさん、８人の仲間の皆さんにも助けられてとても楽しい旅行でした。有難うございまし

た。笑顔をもって健康寿命を延ばす！「明るい人生観で少しでも私なりに楽しく人生を送りた

いなぁ」と思いました。ワールドビッグフォーの方々、ご縁を頂きありがとう。心から感謝致し

ます。

皆さんの笑顔、通訳さん、メイドさん、ドライバーさん、８人
の仲間の皆さんに助けられてとても楽しい旅行でした！

皆燃えてます！ （身も心も）。滞在期間中
は本当にすっきりした爽快な日々でした！ 

４月１日、朝６時にジャンボタクシーで
成田空港へ向かいました。今回、娘と孫
を連れて初めてのフィリピンです。マク
タン・セブ空港では通訳のリゼルさん
が優しい笑顔で出迎えて下さいまし
た。夕食は何が良いか尋ねられました
が、右も左も分からないのでリゼルさ
んがオススメしてくれたスパニッシュレ
ストランへ。心配していた食文化の違
いでしたが、どれも美味しかったです。
これからの旅に期待を膨らませながら
ビールで乾杯！コーラルポイントリゾー
トに到着すると、寝室が３部屋にバスルームが２つ。素敵な広い部屋にびっくりです。メイド
さんも大勢いて、朝食の用意、洗濯物までしてくれるというから驚きです。海でのアクティビ
ティーもお買い物も楽しみだったのですが、５歳の孫はコーラルポイントリゾート内にある
プールに大はしゃぎ。入国２日目は早朝５時３０に起き、プールへ一目散に走って行きまし
た（笑）。その日から滞在中は毎朝プールで一通り遊んでいました。子供に優しい国とは聞い
ていましたが、ドライバーのアルネルさん、通訳のリゼルさんも孫の事を本当に良くみてく
れました。お陰様でマリンスポーツも買い物も思う存分に楽しむことができました。車の移
動も安全で安心して観光することができました。初めてのフィリピンがこんなに良い思い出
となり、皆さんに感謝しています。Chika-anの料理をまた食べたいで～す。アルネル、リゼル
ありがとう。

楽しかったセブ旅行

ボホール島、ロボク川船上ランチクルーズでの一枚！
世界最小のかわいいメガネザルにも会えました♪

スタッフ皆さんが孫の事をみてくれたお陰で、マリンス
ポーツも買い物も思う存分に楽しむことができました！

大満足のセブ島 初めての感動と感謝のセブ旅行

古希祝いの夫婦海外旅行
古希祝として、初めて夫婦での海外旅
行をセブ島で満喫させて頂きました。
私にとって海外旅行は夢のまた夢でし
た。しかしながら、その夢を実現させて
頂きましたワールドビッグフォーの企
画に改めて感謝申し上げます。「百聞は
一見に如かず」と言われますが、実際に
セブ島へ着いて夕食を頂く時は、目の
前に子豚の丸焼き（レチョン）を観なが
ら、長時間待たされた分食事をおいしく
食べる事もでき、ゆったりとした南国の
陽気なお国柄を楽しむ食事ができまし
た。車で移動中、トイレを済ませた所で

チップとして５ペソ無かったため、お借りしたことも思い出となりました。蝶々の園では、職
員の方が何度も何度もガラスの窓枠に頭をぶつけて体を張って、真剣に写真を撮って頂い
たので、感心したり大笑いしておもてなしに感謝しました。果物はバナナ、マンゴー、パイ
ナップルなど現地で食べるのが一番おいしい事を改めて感じました。農業をしている関係
で、水田を車から観察しましたが、耕地整理や栽培方法に改善の余地があり、味も日本との
差を感じました。ラプラプ・マジェラン記念碑では、マクタン島の首長ラプラプが勇敢に戦い
その地方の民を守った歴史を学びました。こちらの４月は日本の真夏に当たると聞きまし
たが、滞在期間中は本当にすっきりした爽快な日々でした。おかげ様で、農業で荒れた手は
すべすべとなりました。また、言語ではセブ語を覚えたり、英語を楽しんだり、日本語を話し
たりしてコミュニケーションを深める事ができました。帰国しても、頭の中はサラマット（あり
がとう）でした。

初めてのフィリピンがこんなに良い思い出となり、皆さんに
感謝しています！ Chika-anの料理をまた食べたいで～す

４月２日から４泊５日のセブの旅。帰

国して何日か過ぎ、今青く澄んだ空と遠

浅に続く透明な海を思い出していま

す。８名の愉快な仲間と統括の鈴木さ

ん９名での楽しい思い出は、日が経つ

につれ頭に浮かんできます。現地ス

タッフ皆様の優しさや明るい笑顔、本当に有り難かったです。帰国の前夜にはパーティーを

開いて下さり、生演奏やメイドさん達とのダンス。皆で踊りとても楽しい夜になりました。通

訳さん、ドライバーさん、メイドさん、会社の皆様に心から感謝致します。楽しいセブ旅行が

出来、本当に有難うございました。

フェリーで２時間のボホール島へ渡り、ロボク川クルーズを楽
しみました。先住民と一緒に素敵な帽子をかぶり記念撮影♪

古希稀な年齢となり、初めて夫婦での海外旅行
を、セブ島で満喫させて頂きました。サラマット♡

バンカーボートで島巡り♪ 天気に恵
まれ青く澄んだ空と海を堪能しました！

出発日４月２日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　土屋さん

出発日４月２日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　土屋さん

出発日４月１日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　岩崎さん

出発日４月２日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　畔上さん
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昨年７月に続いて２回目のセブセレブ
トリップ。到着当日から歌手&生バンド
が入っての “ハッピーバースデーパー
ティー”にジョインさせて頂き、みんな
でセブダンスを踊って初日からテン
ションマックスになりました(笑)。ワー
ルドビッグフォーならではのワクワクタ
イムです。今回は初めてセブのメン
バーが４人集まり老若男女５人+２人!
（笑）幸運にも天候にも恵まれ参加者
全員のリクエスト３００%達成～喜び
の大富豪体験をさせて頂きました。滞
在中いつも優しい笑顔のアイリーンさ
んやメイドさんの細やかなお働きに加
え、ドライバーさん、通訳のノバさんに、
私たちの計画と希望をお伝えし安心し

てお任せすることが出来ました。このように快適に過ごさせて頂けることは創業から２９年
を迎えた長い歴史の中で育まれた行方会長、並びに村松理事、そして社員のみなさまの多
大なるご努力の賜物だと心から感謝と敬意を表します。人生に愛と癒し、そして新しいエネ
ルギーをチャージしてくれるプレミアムリゾートセブとワールドビッグフォーに心よりの感謝
です。
（今回の喜び体験）
♡ご参加の皆様の満足度を１００％以上にすること(初)　♡コーラルポイントリゾート敷
地内のダイナミックな日の出前早朝散歩。　♡コーラルポイントリゾート、スペシャルビラ
滞在とプールで泳ぐ(初)　♡前回と同様スパ&ネイルのフルコース。　♡前回できなかった
アイランドポッピング&シュノーケリング(初)　♡美味しくておしゃれなレストランでシーフー
ドディナー。　♡貝アクセサリーを見つけること(初)　♡おみやげベストチョイスを見つける
こと。　♡QQ Englishの見学をすること。　♡おしゃべり女子トーク癒しタイム(初)　♡コン
ビニ(セブンイレブン)に行く(初)　♡ジョリビー体験(初)　♡seven day直営店でおみやげ
爆買(初)　♡セブラーメンをいただく。(初)

新しいエネルギーをチャージしてくれるセブと
ワールドビッグフォーに心よりの感謝です。

明るく華やかなお誕生日
パーティーをありがとう～☆

「ねぇ、セブに行かない？」、「行く行く、私
をセブに連れてって！！」。ワールドビッ
グフォー様との出会いで実現したセブ
島旅行。なんといっても海がとても素敵
なのが印象的でした。コーラルポイン
トリゾートのA棟６階からの眺めも素
晴しく心が癒されました。５日間を通し
てマンゴーやマンゴージュースを頂き
幸せでした。お陰で体調もバッチリ。２
日目は宿泊先のコーラルポイントリ
ゾートの船着場からバンカーボートが
出て、滑るように海原へ。なんて開放感
のある景色でしょうか？シュノーケリングでは手の届くところで泳ぐ魚達を見る事ができまし
た。３日目はボホール島へ。緑が眩しい中を船が進み生演奏を聞きながらランチを楽しん
だロボック川クルーズ。「こんなにおいしいバナナがあるんだ」と感心しながら頂きました。大
きな目の小さなターシャや蝶を見たり、なんとも不思議なチョコレートヒルズは幻想的な光
景でした。４日目はコーラルポイントリゾートの施設内を案内して頂きました。夢の様なお
部屋ばかり、庭の手入れも行き届いていました。マンゴー工場での買い物など、セブ市内の
観光も楽しみました。出発前からお世話を下さった鈴木様のお陰で安心して旅行が出来感
謝申し上げます。現地通訳のノバさん、運転手のベルナルドさん、メイドの皆様大変お世話
になりました。また、一緒に行って下さった皆様、ありがとうございました。またセブに行ける
日を夢見て…。

自然と人と…明るく楽しい別世界を再び

２回目のセブセレブトリップ♪初体験の数々で、リクエスト
３００％達成～喜びの大富豪体験をさせて頂きました！

コーラルポイントリゾートは夢の様なお部屋
ばかり、庭の手入れも行き届いていました！

私をセブに連れてって！！ さらにキラキラ万華鏡のプレミアムリゾートセブワールドへ

Happy birthday in セブ☆
３回目のセブ旅行を紹介者の倉田さん

と一緒に楽しんで来ました。一緒に行く

予定だった方々のキャンセルがあった

りもしましたが、結果オーライ、とても楽

しい旅でした。いつも最高に素敵なお

部屋を用意して頂いておりますが、今回

はいつも以上にゴージャスなお部屋を

ご用意して下さりありがとうございま

す。バルコニーから見える景色は最高

でした。そこに居るだけで幸せで、あま

り予定は立てずに心地よい風に吹かれ

ながら、何をするでもなく、おしゃべりを楽しみました。最終日前日、喜多さん達のグループと

合流して、お誕生パーティーを開いて頂きました。とてもノリの良い方々で、一緒に盛り上げ

楽しんで下さいました。ありがとうございます。生バンドでのダンスや、メイドさんとのダン

スも楽しかった～☆メイドさんは盛り上げ上手でダンス上手でした。ワールドビッグフォー

を紹介して下さった倉田さんをはじめ、出会えた方々に感謝します。多くの方々が、ワールド

ビッグフォーの恩恵に授かることが出来る様願います。これからも宜しくお願い致します。明

るく華やかなお誕生日パーティーをありがとう～☆

海原の開放感ある景色を堪能し、シュノーケリングで
は手の届くところで泳ぐ魚達を見る事ができました♪

去る４月２５日、６年ぶり２回目のセ
ブ渡航をしました。前回は、船や車で連
日の移動、宿泊、レジャーなどアクティ
ブな１０日間でしたが、今回はコーラ
ルポイントリゾートで、朝から好きな
時、好きなだけプールと日光浴でくつろ
ぎ、誰もいない透き通る海では、熱帯魚
の群れと戯れ、海底に広がる海藻や砂
にも小さな魚やカニ、ヒトデなど、静か
に光輝く自然を堪能しました。好天に恵
まれ、A棟４階のベランダからは強い陽
が降り注ぐ海、心地良い風と空、南国の
色彩豊かな花や草木、小鳥のさえずり
と微かな波音、まさにこの上ない世界を味わう５日間でした。毎日我々の希望に沿って、通訳
さん、ドライバーさんには、活気あふれるショッピングセンターやモール、観光スポット、市
場、展望台など、混雑する市街の中を的確にご案内頂き、同時に発展著しいセブの新たなリ
ゾート施設、およびその建設も多く目にしました。今回参加７名のうち誕生日を迎えた人も
おり、生バンド演奏に合わせて多くの通訳、メイドの皆さんに盛り上げて頂き、食べて飲んで
踊って笑ってのパーティーで全員大はしゃぎ！村松理事はじめ、会社の皆さんにこの上ない
感謝の気持ちでいっぱいです。高齢者の為にと夢のようなリゾートを創って頂いた行方会長
には改めて厚く御礼申し上げる次第です。セブの素晴らしさをさらに多くの方々に伝え、喜
びの輪を広げて参りたいとの思いを強くしました。

今回参加７名のうち誕生日を迎えた人もおり、食べて飲
んで踊って笑ってのパーティーで全員大はしゃぎでした！

バルコニーから見える景色は最高でそこに居るだけで幸
せ！心地よい風に吹かれながらおしゃべりを楽しみました！

朝から好きな時、好きなだけプールと日光浴でく
つろぎ、この上ない世界を味わう５日間でした♪

出発日４月２５日（４泊５日）
会員歴７年８ヵ月　倉田さん

出発日４月２７日（４泊５日）
会員歴７年７ヵ月　喜多さん

出発日４月２日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　小林さん

出発日４月２５日（３泊４日）
会員歴２年４ヵ月　庵田さん
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初めてのセブ島旅行はゴールデン
ウィークに６名で参加しました。日本を
お昼に出発、マクタン・セブ国際空港に
夕方到着。空港で通訳さんのお出迎え。
その後車で現地のレストランへ。お店
ではシーフードと焼きそばを気に入っ
て追加注文するほどでした。翌朝、コー
ラルポイントリゾートA棟６階のベラン
ダから見える真っ青な海、空の眺めは
最高でした。この日のメインは船で島
巡り。天国に一番近い島と言われるパ
ンダノン島へ。バンカーボートで片道

１時間、途中の海も真っ青で写真をたくさん撮りました。また、海の真ん中でも携帯電波が
入るので日本へメールができました。パンダノン島は小さな島で、自然なままの白い砂浜と
真っ青で透き通った海に囲まれています。水着を持って来なかったので泳ぐことはできませ
んでしたが、きれいな海を眺めたり砂浜を散歩したりしてゆっくりできました。久し振りに日
焼けしました。BBQランチで食べたシーフードやフルーツはとても美味しかったです。この
日はフィリピンのホリデーで、既に島に上陸している人がたくさん居ました。その他ニュー
ハーフショーやセブ市内観光を満喫。最後の夜はサヨナラパーティー。メイドさん達が作っ
てくれた料理を堪能しながら、生バンドの演奏を聞いて、スタッフが歌やダンスで協力して
一緒に盛り上げてくれるなど、ゲストを喜ばせる演出が盛りだくさんでとても良いパー
ティーだと感じました。大変ありがとうございました。

最後の夜はサヨナラパーティー！ ゲストを喜ばせる演出
が盛りだくさんでとても良いパーティーだと感じました！

シンプルで美しい海に癒されました！次回はぜ
ひ家族みんなで来たいとワクワクしています！

今回初めてワールドビッグフォーリ
ゾートの施設を利用させて頂ければと
思い、セブ・マクタン島に訪れました。
私を含め５人で利用させて頂きまし
た。空港には通訳さんと送迎車が迎え
に来てくれており、そのままラプラプの
マジェラン記念碑を観覧し、コーラルポ
イントリゾートに到着。メイドさん達が
賑やかに出迎えてくれました。私達男
性陣が宿泊したのはA棟６階。南国の
明るい日差しが差し込み、常夏の爽や
かな風がそよいでいました。翌朝から
はメイドさんが用意してくれる朝食で目と胃袋を覚まし、観光へと出発。２日目はアロママッ
サージを最寄りのスパで受け、日頃の緊張をほぐしてもらいました。３日目はアイランドホッ
ピングでシュノーケリングとバーベキューを満喫。コーラルポイントリゾートに戻ってからは
おやつにセブラーメンを堪能しました。４日目はマジェランクロス、サントニーニョ教会を訪
れ、厳かな雰囲気と現地の賑わいを同時に感じる事ができました。４泊５日の旅でしたの
で、通常の旅なら皆でワイワイした後で洗濯したりと忙しくなってしまうところですが、メイド
さんに頼んでおけば綺麗に洗濯しておいてくれるので、余計な心配も無用でした。移動もド
ライバーさん付きの送迎車で不便を感じず観光を楽しめました。身も心もリフレッシュでき、
心地良い旅となりました。スタッフの皆さん、どうもありがとう。一緒に旅をして下さった皆さ
んありがとう。またセブを訪れたいと思います。

ワクワクドキドキのセブ旅行

初めてのセブ島旅行はゴールデンウィークに６名で参加！
ニューハーフショーやセブ市内観光を満喫しました！

アイランドホッピングではシュノーケリ
ングとバーベキューを満喫しました♪

セブの旅で心身リフレッシュ セブ島旅行

想像以上のセブ旅行
初めてのセブ島！自然を相手に仕事を

している私は、５月と言えば「これから

忙しいぞ～」という時期！そんな中、友人

に飛行機や宿泊の手配をお願いし、旅

行準備もままならず、パスポートとeチ

ケットだけは確認して出発したセブ島

旅行でした。英語もあやふやな私は、空

港内での搭乗手続きや出国手続きが

不安でもありましたが、事前に頂いた

「旅行マニュアル」に丁寧に書いてあり、

それを参考に無事、マクタン・セブ空港

に到着。セブに到着してからは一転！暑い太陽さえ心地良く、ドライバーさん、通訳さんに迎

えられ、そこからはセブのお天気の様に、キラキラワクワクの５日間でした。中でも私の一番

のお気に入りはカオハガン島でした。カオハガン島のキルトを見せて頂き、その島の人達と

接する事もでき、華やかさこそないけれど、シンプルで美しい海に癒されました。今になって

セブの観光案内を調べたりして（笑）。次回はぜひ家族みんなで来たいとワクワクしていま

す。今回、コーラルポイントリゾートでお世話になった通訳兼ガイドのノバさん、ドライバー

さん、スタッフの皆様、そしてワールドビッグフォーに感謝。そして一緒に旅の時間を共有出

来た３人にも感謝！！セブ島最高♡♪♪

爽やかな風がそよぐテラスにて、メイドさんが用意
してくれる朝食で目と胃袋を覚まし、観光へと出発！

「一緒にセブにいきませんか？」と喜多

さんからお誘いを受けたのが今年の１

月頃、それからワールドビッグフォーの

説明を受けて、セブ旅行に行きたい一

心で仲間に入れて頂いて、とうとう旅行

が実現しました。ワクワクドキドキの５

日間でした。マクタン・セブ空港に着く

と、通訳のノバさんと運転手さんが出

迎えて下さって、早速セブライフが始ま

りました。喜多さん以外は皆初めての

セブ島。あれもこれもと盛り上がり、沢山の要望があって５日間の滞在で全て出来るの？と心

配になる程でした。結果は全ての要望を受け入れて下さって大満足。新しい街並みのセブシ

ティー、青い空と美しい海を堪能したアイランドホッピング、セブの夜景を見に行ったトップ

ス、リゾートホテルのバー、地元に人気のファストフード（ジョリビー）、そしてもちろんスパへ

も！どこもかしこも興味深く、楽しめました。滞在中は何度行っても良いと思えるぐらいの至福

の時でした。とにかく至れり尽くせりの５日間で、もう帰りの飛行機の中で、「次は何時行こう

かな？」と算段する私がいました。皆さんお世話になりました。またすぐ行きますね。

セブの夜景を見に行ったトップス、ど
こもかしこも興味深く、楽しめました♪

初めてのセブ島！暑い太陽さえ心地良く、セブの
お天気の様に、キラキラワクワクの５日間でした！

青い空と美しい海を堪能したアイランドホッピ
ング！ とにかく至れり尽くせりの５日間でした！

出発日４月２７日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　松澤さん

出発日４月３０日（３泊４日）
会員歴1年　山本さん

出発日４月２７日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　高野さん

出発日５月８日（４泊５日）
会員歴1年３ヵ月　福浦さん
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今回は、旅行前に鼻風邪をひきかけて
いた。どうも上田市のプールでうつった
ようだ。でも、セブのきれいな海に潜れ
ば、海水で洗われて改善されていくだ
ろうという、変な自信があった。生命は
海から誕生したのだから、海水は身体
に良いはず、疲れた身体を癒してくれ
るに違いないと信じて旅に出た。到着
翌日、天気が良いから早速バンカー
ボートで海に出ようという話になり、近
くの島へ繰り出した。ボートに揺られて
気持ち悪くならないか不安もあった
が、大きな屋根で強い日差しを遮って

日影を作ってくれるので、海風に吹かれて爽快だった。島の手前で一旦停止して素潜りをさ
せてくれた。今回も様々な熱帯魚が集まって来て、魚と一緒に泳ぐ事ができた。今回は敢え
て鼻を塞がないタイプのゴーグルを使ったところ、透明で濁りのない海水が鼻腔内を洗っ
てくれて、海から上がると鼻がスカッと通っていた。旅行前の自信は的中した。その後、きれ
いな白い砂浜が広がるパンダノン島に上陸して、海鮮バーベキューを美味しく頂いた。現地
で獲れた焼き牡蠣も美味しかった。（本当は二枚貝は海水を体内で濃縮して餌を捕るので
病原菌を持っていることがあるのだが、海が透明できれいだから大丈夫だろうという甘い
理由と意思の弱さから食べてしまった。結果はセーフだった。汚染のないきれいな海は素
晴らしい！）さて、ここまでは改善傾向にあった鼻風邪だったが、その後のダンスパーティー
と翌日の買い物に付き合った時の効きすぎたエアコンにやられて、風邪は悪化した。コーラ
ルポイントリゾートでのんびり海を眺めていれば良かったものを…。

バンカーボートは大きな屋根で強い日差しを遮って日
影を作ってくれるので、海風に吹かれて爽快だった！

海で泳ぎ、昼はバーベキュー、ココ
ナッツなど、とってもおいしく頂きました！

昨年の１２月に初めてセブ島に行きま
した。どんなところに泊まれるのかと、と
ても楽しみでワクワクしていたのを今
でも忘れません。素敵なお部屋、目の
前に広がる景色、ワンフロアー全部貸
し切り。ドライバーさんや通訳さん、メ
イドさんがついてくれる。洗濯までして
くれて、そして自由にツアーが組めるこ
とに初めて来た３人はびっくり。ダイビ
ングが好きなお２人は世界中旅行され
てます。２日目はダイビングに行かれま
したが、とっても潜り易かったようです。何度も良かったと仰っていて私も嬉しい。私はプレゼ
ントの島巡りでカオハガン島に行くのが夢でした。キルトを見たかったのです。かわいいお
魚のキルトを購入できました。この島のキルトはこれからパシィフィコ横浜にて展示する為、
今は数が少ないとの事でした。カオハガンで結婚した日本人の女性が働いて、ご縁を感じま
した。島でのバーベキュー、アワビは美味しかった。とっても海がきれいで、童心にかえり海
で遊べて楽しかったなぁ。通訳のノバさんとも再会できて、とっても良くして頂きました。皆、
「延泊したいね」って話してました。もう一つの計画、ボホール島でターシャに会うことも実現
できました。とっても愛らしい姿でした。まだまだセブで行きたい所があります。次回は体験
ダイビングしたいです。スタッフの皆さんは「笑顔がかわいい」ありがとう。

笑いっぱなしのセブ旅行

白い砂浜が広がるパンダノン島に上陸して、海鮮バー
ベキューを美味しく頂いた。焼き牡蠣も美味しかった♪

カオハガン島に行くのが夢でした。キルトを見たかっ
たのです。かわいいお魚のキルトを購入できました！

二度目のセブ 透明できれいな海

魅力たくさんセブ旅行
毎回セブ旅行では何かしらハプニング

が起こります。今回は主人が行く前日か

ら風邪をひき、鼻声での出発でした。

「セブに行けばすぐ治るわ」という甘い

考えでの出発でしたが、案の定風邪は

だんだん悪化していきました。しかし遊

びへの執念は衰えずでした。２日目、バ

ンカーボートで近くの島へ向かい海で

泳ぎ、昼はバーベキュー、食欲はしっか

りあり、海の幸のバーベキュー、ココ

ナッツなど、とってもおいしく頂きました。３日目、主人はまったく声も出ない状態。天候も雨

だったので午前はショッピング。午後は雨が上がって来たので植物園へ行きました。もう一

日島へ行きたいと思っていたのですが、台風が近づいているということで予報も雨。その計

画はやめにしました。しかし４日目、５日目も予報に反して天気が良く、コーラルポイントリ

ゾートのプールで泳ぎました。遠くに行かなくても、魚もサンゴもきれいで充分楽しめまし

た。帰る時には主人の風邪もすっかり回復し、声も出るようになり、終わりよければ全て良し

で楽しい旅行でした。

二度目のセブでしたが、まだまだセブで行きたい所
があります！ 次回は体験ダイビングしたいです♪

楽しいセブでした。成田空港で「初めま

して。よろしく～！！」の挨拶から４人の

旅が始まりました。初日からずーっと笑

いっぱなしの旅でした。５日間、お天気

に恵まれラッキーでした。サンライズ、

テラスで朝日を浴び、ゆっくりコーヒー

を頂く。ちょっぴり贅沢な時を過ごし、メ

イドさんが準備してくれるマンゴー

ジュース、フルーツたっぷりな朝食も美

味しかったです。ボホール島では、可愛

いターシャに会いチョコレートヒルズ

を見る事ができ、感激でした。ダイビングはヒルトゥガン島へ。ロウニンアジの群れを見なが

らのんびりドリフトダイブを楽しみました。エキジットの楽なダイブでした。島巡りはカオハ

ガン島へ。スタッフの皆さんがバーベキューの準備をしてくれ、シャコ、アワビ、貝等もプラス

して美味しく頂きました。シュノーケリングも楽しみました。初めて行ったニューハーフショー

は楽しいショーでした。セブのギター工房で購入したギターで毎晩ギターと歌のコンサート

も楽しかったです。通訳のノバさんが、全て手配してくれ、スタッフの心配りで、ストレス無し

の楽しい旅ができました。「また行こうね～」と話しています。

ダイビングはヒルトゥガン島へ。ロウニンアジの群
れを見ながらのんびりドリフトダイブを楽しみました！

主人が風邪の為、鼻声で出発するも、帰る時にはすっ
かり回復！終わりよければ全て良しで楽しい旅行でした！

初日からずーっと笑いっぱなしの旅でした。
５日間、お天気に恵まれラッキーでした！

出発日５月８日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　村岡さん

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　黒岩さん

出発日５月８日（４泊５日）
会員歴1年３ヵ月　上野さん

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　黒岩さん
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私にとって初めての海外旅行。期待と
不安な気持ちで飛行機に。飛行機が高
度を上げ、雲と雲の中を目的地に向か
い、良く飛べるもだと感心。マクタン・セ
ブ空港に到着すると通訳兼ガイドのダ
イアナさんが出迎えて下さった。滞在
２日目は、セブ島巡りやマリンスポーツ
（シーウォーカー）を体験。セブの海は
穏やかで、透明感がある海でした。シー
ウォーカーでは、専用のヘルメットをか
ぶり５ｍ程の海に潜り、魚の餌箱を振
ると、あっという間に沢山の熱帯魚が
寄ってきて楽しくなりました。滞在３日
目はボホール島へ。世界最小のめがね

猿ターシャを見学。普通の大きさかと思いきや１０㎝足らずで、それも余程注意してみない
と分からない位の大きさ。チョコレートヒルでは雄大な絶景に浸る。４日目は市内観光めぐ
り。市内のあちこちで、ホテルやショッピングセンターなどの建設工事が進み、今後セブ島は
益々繁栄し、もっともっと賑やかで、豊かなリゾート地になるのだろうと感じた。また、マン
ゴー工場を案内してもらい、出来立てのドライマンゴー７Ｄを格安の価格で購入でき嬉し
くなった。滞在最後には、初エステも体験。心身共に気持ち良くなり、セブを心行くまで満喫
した。食事は毎朝美味しいマンゴーやバナナのジュースをメイドさんが用意してくれ、リッ
チな時間を過ごせ大変幸せでした。ありがとうございました。まだまだ見ていないところも
あるので、またの機会に是非、訪れたいと思います。

ボホール島の小さなメガネ猿。１０㎝ぐら
いで夜行性。偶然目を開けていました♡

コーラルポイントリゾートのプールはジャグ
ジー付き。家族全員で来たいと思っています！

今年で５回目となるセブ島旅行。何度

目でも新鮮で初めて行く旅の様であ

る。楽しかった事がいっぱいの印象が

脳裏をかすめる。機上ではセブ島が近

くなるに連れ、空から見る海上の様子

が、何か気持ちをワクワクさせる。コー

ラルポイントリゾートのベランダで朝

食をおいしく頂く。ひと休みをして海へ出る。娘達夫婦が海へと飛び込んでゆく様子もいか

にも楽しげで、見ている方も楽しくなってくる。島巡りで訪れた浜辺ではマンドリンを持ち、

弾きながら近寄ってくる音楽もいっそう気分もよくなってくる。側に真っ黒の子猫がニャーと

鳴きながら「おすそ分けを」というような顔をして近寄ってくるのも何か可愛い。何回行って

も楽しいセブ旅行であった。

４泊５日の至福のひと時

毎朝、メイドさんが朝食を作ってくれ
ます♪おいしかったなぁ～マンゴー！！

娘達夫婦が海へと飛び込んでゆく様子もいか
にも楽しげで、見ている方も楽しくなってくる♪

何回行っても楽しいセブ旅行 楽しかったセブ島

ストレス解放、セブの旅
妹から「セブ島に行かない？」と誘われ、
うっかり「いいよ」と返事をし、海と縁の
ない私は不安を抱きながらの出発で
す。マクタン・セブ空港に降り立つと
ワールドビッグフォーの通訳さんが迎
えてくれました。コーラルポイントリ
ゾートに着くと豪華な部屋とメイドさん
とウェルカムドリンクが待っていまし
た。やはり本場の生ジュースは違うね！
うまい！！翌朝、トロピカルな朝食を頂い
たらアクアマリンへいざ出陣。泳げない
私は海に行くのを止めて砂浜で時間を
潰そうと思っていたが、考える間もなく

バナナボートへ。楽しい！波に乗っている自分がそこにいる。調子に乗って次はシーウォー
ク！！海の中、笑顔でカメラに向かってＶサイン。しかし徐々に車酔いのような症状。船上に出
る頃にはピークに近い。これはまずいと思いながら、パラセーリングのベルトにくるまれて
いた。海抜？メートルへ舞い上がり、早く降ろしてとサイン。両脇の妻と妹はウキウキ天国、私
は地獄。酔い止めの薬を飲んでおくべきだったと反省。私の不安要素は全て終わり観光で
す。ラプラプ公園ではセブの歴史を学び、夜はマッサージをお願いし、快感の世界へ。コー
ラルポイントリゾートでのプールはジャグジー付きで言う事無し。今度は子供と孫の家族全
員で来たいと思っています。メイドさん、通訳さん、ドライバーさん、そしてワールドビッグ
フォースタッフの皆さん、楽しい旅を本当に有り難うございました。

何度目でも新鮮で初めて行く旅！ 今回
もゆったり楽しいセブ旅行であった！

妻の兄に誘われ、２回目のセブ旅行と

なり、ゴールデンウィーク終わりの５月

６日、日曜日出発。肌寒い長野から、南

国フィリピンへと。６日はコーラルポイ

ントリゾートＡ棟６階に泊まり、翌日は

パラセーリング、ジェットスキーを楽し

み、バディアンゴルフリゾートに向かい

ました。そこで一泊し、カワサン滝見学

やジンベエザメツアーと盛りだくさん

の体験をし、再びコーラルポイントリゾートへと帰り、射撃、ラプラプ公園、ニューハーフ

ショーと楽しみました。食事も、イタリア、スペイン、フィリピン、中国料理と多国籍の食事を楽

しみ大満足。「さよならパーティー」では、通訳さん、メイドさん、そして妻とで５月生まれが３

人。３個の誕生日ケーキで３種類のケーキを楽しませて頂きました。１０日、日本に帰りまし

たが、成田は雨、長野の浅間山は雪で真っ白。寒くてびっくりでした。これでまた、至福のひと

時は終わり日常に戻りますが、また孫達と一緒にセブ島を満喫しに行こうと思います。

イタリアン、スペイン、フィリピン、中国
料理と多国籍な食事を楽しみました♪

パラセーリング中、私は早く降ろしてとサイン！
両脇の妻と妹はウキウキ天国♪私は地獄！！

バディアンゴルフリゾートで食事、ジンベ
エザメツアー、カワサン滝にも行きました！

出発日５月６日（４泊５日）
会員歴３年　渡邉さん

５月１９日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　東保さん

出発日５月３１日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　河野さん

出発日５月１９日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　峰村さん



21 22

昨年初めてセブ旅行に参加させて頂
き、その内容の素晴らしさを体験でき
「生きているうちに絶対もう一度セブに
戻って来るぞ！」と心に誓ったものでし
た。それが何とその翌年である今年に
チャンスが訪れました。出発前、またあ
の素晴らしい時間を過ごせるのかと思
い、ワクワクしながら当日を迎えた。今
回も滞在中すべて晴天に恵まれまし
た。前回また行ける機会があれば是非
やろうと思っていたものの一つは、双
眼鏡でコーラルポイントリゾートのテ

ラスから望む、広大な水平線の遥か彼方に霞んで見える島々、点在する漁船、それらをのん
びりと双眼鏡で眺めること。それを滞在中にいつでもその絶景を手に入れる事ができる。ま
た今回持って行ったもう一つの物はシュノーケル。私達４人の為に７人もの現地スタッフ
が同行してくれて島でバーベキューに行った時、島の回りの透明度の高い海でシュノーケリ
ングを満喫。施設に帰ると前回お世話になったドライバーさんやメイドさん達に会えまし
た。また今回お世話になった通訳さんやドライバーさんに私達のわがままを沢山聞いて頂
き、甚平鮫と戯れたり、４人でゴルフを楽しめたり、居酒屋でワイワイするやら、ツアー旅行
では絶対に味わえない素晴らしい旅が出来ました。メイドさん達には前回同様、至れり尽せ
りの心こもる接待をして頂きました。「生きているうちにもう一度」は早く達成出来ました。今
度は「この人生の楽園にまた三たび戻って来るぞ！！」

「生きているうちに絶対もう一度セブに
戻って来るぞ」と心に誓い、早くも実現

初めて参加した主人も海に入り、至れり尽
くせりのおもてなしに満足した様子でした♪

セブ旅行が初めての旧友とのんびり旅
行を計画し、６月１日、成田を出国。４
時間後、マクタン・セブ空港に到着。翌
日から日中はショッピング、マッサージ、
乗馬体験、トリックアートとあちらこちら
出掛け楽しみました。ＱＱイングリッ
シュに貸し出しているというＪＷＢホ
テルでは管理人の倉田さんに、今の状
況をお聞きしたり、昨年開店の通称「ホ
リエモンバー」を見学。堀江貴文さんが
率いる、１００人ほどの団体が、このホ
テルを訪問した際、作られたようです。
夜間だけの営業で、海が間近に見える風通しの良い素敵な場所でした。花好きの私達に通
訳のミッシェルがフラワーパークの見学を提案してくれ、早速行ってみました。ボホール島の
風景に似たその場所にはヒマワリや様々な夏の花で一杯！！美しい景色の中で沢山写真を
ミッシェルに撮ってもらい、すっかりモデル気分になっていた二人でした。スペシャルビラ滞
在中にテラスの床のメンテナンス工事が行われる為、タイル職人が入りました。機械工具も
持たず、メジャーも無く、太い釣り糸状の紐を用いて計測・・・？セブ工法？タイル張りがきちん
とできたのは驚きです。台風の影響で曇り空が続き、海には入れませんでしたが、誰もいな
いプールで一度だけ泳いだ時はとても気持ちが良かった（メイドさん写真撮影ありがとう）。
長いようで短かった旅が終了し、帰国後は疲れも無く、無事二人で帰宅できたことに感謝。留
守番の家族に感謝。現地でお世話になったスタッフの皆さんありがとう。

念願のＣＥＢＵ♡

広大な水平線の遥か彼方に霞んで見える島々。
点在する漁船、それらをのんびりと双眼鏡で眺める

通訳のミッシェルさんがフラワーパーク
の見学を提案♪早速行ってみました！

セブのんびり旅 ツアー旅行では絶対に味わえない素晴らしい旅

至れり尽くせりのおもてなし
今回３回目のセブ旅行に保育園に通う

５歳の孫を連れて行くのが目的でし

た。来年小学校に上がると連れて行く

のは難しいと思い旅行を申し込みまし

たが、親が一緒でない子供のフィリピン

への渡航はフィリピン大使館に許可を

貰わないと駄目だと言われ、旅行会社

に勤める甥に調べて貰いましたが、英

語で書かれた書類を渡され、英語の堪

能な人を一緒に連れて何度か大使館

に行かなくては難しいと言われ、泣く泣く諦めました。苗字の違うじいちゃん、ばあちゃんで

は簡単に海外旅行に連れて行くのは難しいのだと痛感しました。そこで、「２人で行かな

い？」と無理やり主人を誘い、その気にさせての参加でした。主人が行くのならと姪夫婦と大

人ばかり４人での参加になりました。孫がいたらなかなか出来ないであろう早朝からジン

ベエザメを見に行き、２０年ぶりのゴルフもして空振りを繰り返しました（笑）。島巡りをして

バーベキューにも行き、初めて参加した主人も海に入り、至れり尽くせりのおもてなしに満

足した様子でした。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。

誰もいないプールで１度だけ泳いだ時はとても気
持ちが良かった♪（メイドさん写真撮影ありがとう）

初めてのセブ旅行、ついに実現しまし
た。来年娘が結婚することになり、今年
中に行かなくては！と半ば強引に休暇
をとってもらい、夫と娘の３人で行って
来ました。マクタン・セブ空港からマッ
サージ店へ。途中停電というハプニン
グがありましたが、毎日マッサージとい
う目標の第１回目終了。コーラルポイ
ントリゾートではセブラーメンを頂きま
した。ウェルカムドリンクのマンゴー
ジュース最高！！２日目はマリンスポー
ツ。パラセーリングは、あんなに高く上
がるのかと、ドキドキしてしまいました
が、フヮ～と昇って気分は最高でした。思いのほかハードだったのがバナナボート。娘とキャ
アキャア言いながら必死に掴まっていました。その他シーウォーク、シーカヤックと初めての
経験ばかりです。その後、全身エステへ。頭からつま先まで最高の気分でした。翌日はサンペ
ドロ要塞、サントニーニョ教会等、通訳のダイアナさんに英雄ラプラプの話も聞きました。ラ
プラプ公園の雑貨店で手作りカゴバッグとプレートをＧＥＴ！ギター工場では社長さんの演
奏に盛り上がり、ウクレレを買いました。コーラルポイントリゾートのソファーの気持ち良さ
に感動！お世話になったメイドさん、娘と仲良しになった通訳のダイアナさん、サングラスが
良く似合うナルドさん、お陰様で楽しい旅行が出来ました。至れり尽せりでお世話して下さ
り、ありがとうございます。夢の様な５日間に乾杯！！

来年結婚する娘に休暇をとってもらい、念願の
ＣＥＢＵ♡へ。 夫と娘の３人で行って来ました♪

「２人で行かない？」と無理やり主人を誘い、その気にさせて
の参加！姪夫婦も加わり大人ばかり４人で参加しました！

通訳のダイアナさん、サングラスが良く似合う
ナルドさん、お陰様で楽しい旅行が出来ました！

出発日６月６日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　新井さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　難波さん

出発日６月１日（８泊９日）
会員歴１２年６ヵ月　清水さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　森さん


