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人生観が変わる究極のリゾート！

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～

①上記料金は平成25年11月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③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
　手数料として出発日前々日までが￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　全額）が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問い合せ下さい。
⑤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

（注）帰国日が１２月２３日、１月４日・５日・１３日、２月１１日、３月２３日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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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 成田空港税込み）

会     報
平成25年12月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
ますます楽しみ広がるワールドビッグフォー究極のリゾート。

クリスマスシーズンを迎えたセブ島では、全国民で祝う１年の最大イベント。
活気溢れる街並みは幸福と笑顔に包まれ、世界の中で最長期間行われると言われている
セブ島のクリスマスは、来年の１月末まで続きます。是非ご体験してみては如何でしょうか。
早いもので今年もあと僅か、皆様の心温まる御愛顧に支えられた１年間に深謝致しますと共に
来年も更なる飛躍の年となりますよう、社員一同誠心誠意精進して参る所存でございます。
会員皆様にとって素晴らしい新年を迎えられますことを、心よりお祈り申し上げます。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、セカンドライフにも快適な
こころ癒しからだ安らぐ究極のリゾートライフをいつでも気軽にお届け致します。
日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。

皆様の益々のお越しを心よりお待ち申し上げております。
会長　行方　栄治

＜編集後記＞
会員皆様に朗報！今月１５日より、成田～セブ島路線（直行便）は毎日２便運航、セブ島への渡航がます
ます身近なものになります。PR433成田14:25発～セブ島18:45着・PR434セブ島8:00発～成田13:25着
は従来通り、PR435成田19:25発～セブ島23:45着・PR436セブ島13:00発～成田18:25着が新たに運航
開始、また２便ともに毎日運航致しますので、発着日の日程を気にする事なくご利用頂けます。皆様の旅
行プランに是非お役立て下さい。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南国情緒溢れるコーラルポイントリゾート
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お父さん、お母さん、おじいちゃ
ん、おばあちゃん達みんなでセ
ブ島に行きました。船に乗って、
きれいな島へ行き、みんなで泳
ぎました。カニさんをつかまえた
り、きれいな砂でお山を作った
り、たくさん泳ぎました。バーベキ
ューは、私が好きなエビがあった

ので、おいしかったです。次の日は、朝早くに起きて、小ザルを見に行きま
した。大きなヘビを触って一緒に写真をとりました。船の上でのごはんも
おいしかったです。食べるのが、おそいのでもっとデザートがほしかったで
す。おさるさんも小さくてかわいかったです。最後の日は、プールで遊びま
した。お父さん、おじいちゃん、妹、お母さんとたくさん遊びました。海とち
がってしょっぱくなかったです。海とプールが楽しかったので、また行きた
いです。今度は、おりがみを持って行って、メイドさん達と一緒に遊びたい
です。

きれいな島へ行き、みんなで泳ぎました！小ザルを見たり、大きな
ヘビと写真をとったり、船の上でのごはんもおいしかったです

夢のような宮殿に９泊、本当に癒しの旅でした！ セブ島にいる
時は日本の事はいっさい忘れ毎日楽しい時を過ごして来ました

昨年セブ旅行をした時に「こんな
楽しい旅行は二度と味わう事はな
いだろう」と思っておりましたの
に、今年もまたまた湯本さんに
誘って頂き、９人の仲間と共にセ
ブ空港へ降り立ちました。昨年同
様ドライバーのベルナルドさんが
車で迎えに来て下さり、懐かしい
開放的なレストランでフィリピン
料理のお夕食を頂いた後、コーラ
ルポイントリゾートへ到着致しま
した。大勢のメイドさん達の出迎
えを受け、若い方達は別棟へ、私
達はＡ棟６階の部屋でお世話に
なりました。翌日はカモテス島へ
舟で渡り、皆が海で泳ぎを楽しみました。ヤシの実に穴をあけストローで飲む
ジュースは初めての事、リゾート施設より見える真赤な夕陽、空が虹色に輝き
「こんなに素敵な風景は南国でなければ見られない」とつくづく感じました。翌
日ヤシの木やマンゴ、バナナの木の生い茂る中をドライブさせて頂き、目の前に
ピンク色のブーゲンビリアやプルメリアの白い花が咲き乱れ、美しい南国の情緒
をたっぷり味合わせて頂く事が出来ました。又ＪＷＢホテルでは介護施設を案
内して頂き、その案内役の方が日本の群馬県の方だと知り、特別親密感を味わ
う事が出来ました。最終日前日には早めにコーラルポイントリゾートに戻り、盛
大な晩餐会が催されました。生バンドに合わせ、土屋さんが日本より手作りの
トンガリ帽子を持参されたものを、メイドさん他３０人位の方達が被って、本当に
楽しく夜の更けるのも忘れて踊りました。翌朝可愛いメイドさんが私の荷物を車
迄運んでくれて「又来て下さいね」と日本語で言ってくれて、思わず抱きしめたい
衝動にかられました。二年続きで土屋さん、湯本さんには一方ならぬお世話にな
りました。又同行の皆様方、何かと有難うございました。

初めての海外旅行 それがセブ

海とプールが楽しかったので、また行きたいです！ 今度は、
おりがみを持って行って、メイドさん達と一緒に遊びたいです

二度目のセブ旅行も大満足！ カモテス島では「こんなに素敵
な風景は南国でなければ見られない」とつくづく感じました

二度目のセブ旅行 出発日５月１９日（５泊６日）
会員歴２年　井出さん 初めての海外旅行

二回目のセブの旅
今 回 のセブ の 旅 は 息 子と二 人
で行って来ました。６月２日早
朝 、中央タクシーで成田空港ま
で約５時間車に乗り、午後２時
４５分発の飛行機でセブ島に出
発しました。セブ島に着いた時は
もう夜の７時半になっていまし
た。空港に着いた時、ワールドビ
ッグフォーのガイドさんと運転
手さんが出迎えて下さり安心し
ました。コーラルポイントリゾー
トに着いた時、大勢のメイドさ
ん達に出迎えていただき、５階

の部屋に通され、夢のような宮殿に９泊してきました。窓からのながめ
は、真っ青な海とブーゲンビリアの花や毎日のマンゴジュースやパイナッ
プルとバナナなど、南国のフルーツを盛り沢山いただき本当に癒しの旅で
した。ガイドのシャローンさんと運転手のフランシスさんとメイドのエン
ジェルさんとラシールさんには、大変お世話になりありがとうございまし
た。ボホール島ではターシャの愛くるしいまなざしや蝶の成長の様子な
ど、色々と教えてくださり勉強になりました。島めぐりでは、きれいな白い砂
やきれいな魚達が沢山泳いでいました。バディアンゴルフリゾートでは、広
いゴルフ場を見学したり、滝めぐりをしました。セブ島にいる時は日本の
事はいっさい忘れ毎日楽しい時を過ごして来ました。ワールドビッグフォ
ーの皆さん本当にお世話になりありがとうございました。

美しい南国の情緒をたっぷり味合わせて頂く事が出来ました！
盛大な晩餐会は本当に楽しく夜の更けるのも忘れて踊りました

初めての海外旅行。また家族全
員で行けた事が私にとって最高
でした。これはワールドビッグフ
ォーさんと出逢えたお陰だと感
謝しています。日本を出発するま
での不安もセブに着いた途端消え
ました。セブ空港には説明の通
り、ガイドさんと運転手さんが出
迎えてくれました。コーラルポイ
ントリゾートでは、沢山のメイド
さん達が出迎えてくれて感激でした。部屋の広さ、調度品の豪華さ、日本で
は味わえないような部屋でした。メイドさんが作ってくださった朝食、マン
ゴジュース等のフルーツジュースはとてもおいしかったです。パンダノン
島の海のキレイさは勿論の事、白い砂浜の粒子が細かいのにはビックリ！
素足の感触の良さは格別でした。買い物する時間が足りなかったことが残
念でしたが、それぞれの家族でデザイン違いの “カゴ ”を購入しました。最
終日の前夜にはパーティー！！が盛大に行われ、思い出に残っています。ま
た家族全員と行ける機会をつくって今度はバディアンゴルフリゾートとマリ
ンスポーツに挑戦したいです。お世話になったスタッフの皆さん、ありがと
うございました。

初めての海外旅行！また家族全員と行ける機会をつくって今度
はバディアンゴルフリゾートとマリンスポーツに挑戦したいです

二回目のセブの旅は息子と二人で行って来ました！ ボホール島では
ターシャや蝶を見学、バディアンゴルフリゾートでは滝めぐりをしました

パンダノン島の海のキレイさに感動！ コーラルポイントリゾートは日本で
は味わえないような部屋、盛大なパーティーも思い出に残っています

出発日５月２６日（４泊５日）
会員歴５年　赤松さん

出発日５月２６日（４泊５日）
会員歴５年　宮ヶ丁さん

出発日６月２日（９泊１０日）
会員歴５年４ヵ月　中島さん
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昔、働き者の日本人に東南アジ

アの若者が、「日本人は何故そ

んなに働くのか？」と尋ねたら、

「老後はヤシの木の下でのんび

り過ごすため」と答えたと言う。

その若者は「僕は今でもそうし

ているよ」と言ったという笑い

話を聞いたことがある。今回縁

あって初めてセブを訪れてみると、セブの街は若者で溢れ、活気がみなぎ

っていて、東京オリンピックが行われた昭和３９年頃の日本を思い起こ

される。この若者たちが、必ずやフィリピンを発展させていくであろうと

期待する。妻と共にワールドビッグフォーのリゾート施設を満喫し、多くの

御社現地スタッフのサービス、喜々とした優しい微笑みに心癒され大満足

だ。この地セブに、何かと多くの日本の皆さんが足を運び、相互協力でき

るよう呼びかけたいと思う。

セブへ行こう！この地セブに、何かと多くの日本の皆さん
が足を運び、相互協力できるよう呼びかけたいと思う

やはり！ セブ島がとてもよかったと思います！ また機会があっ
たら、もう一度行きたいと思います。色々と有難うございました

今回のセブ旅行を振り返り、滞在
中、ガイドさん 、ドライバ ーさ
ん、メイドさん達には、大変お
世話になり感謝しております。
成田では１時間遅れのハプニ
ングで始まり、天候のため多少
のプラン変更もありましたが、
会社からはいろんな企画を用意
して下さり、無事コーラルポイン
トリゾートのメイドさん達に迎え
られ、素 晴らしい 体 験 、驚 きと
喜びでいっぱいの休暇が始ま
りました！美しい夜景が広がる
高台にあるレストランでは、空
がだんだん暗くなるにつれて、
まるで 映 画 を 観るようで 幻 想
的 でし た 。何 年 か ぶりに 海 に
浸かったパンダノン島では、海水なのに温泉に入っている気分！バーベ
キューでお腹がはちきれそうなほど頂きました。かわいいメガネ猿に会え
るボホール島では、眠っている所を起こして写真をパチパチ。昼は川下りで
優雅な船上ランチ、滝やダンスを見て私達も一緒にウクレレを弾いて楽し
みました。その他、ＪＷＢホテルを見学、室内から見た風景は、介護を受
ける人達に、とっても良い環境で回復も早くなる様な明るい雰囲気の作り
に惚れました。楽しみにしていたエステも、すごくリラックスでき、心身共
に癒され、最終日の前夜は、お別れディナーをいただきました。心残りは
お世話をして下さいましたメイドさん達と一緒に食事が出来なかったこと
です。お別れの朝、早朝にもかかわらず、メイドさんが作ってくれたコーヒ
ー、ジュースや果物が今でも懐かしく思い出しています。おかげ様で何の
不安もなく、本当に楽しい思い出が出来ました。最後に一言、観光に行く
時は、必ずちり紙を忘れないで下さいね。次回は多くの友を連れて来島し
ますので、スタッフの皆さん待ってて下さいね。

ワクワクドキドキのセブ島

妻と共にワールドビッグフォーのリゾート施設を満喫 ！多くの御社現
地スタッフのサービス、喜々とした優しい微笑みに心癒され大満足だ

素晴らしい体験、驚きと喜びでいっぱい！ 楽しみにしていたエステも、
すごくリラックスでき、心身共に癒され、お別れディナーも最高でした

念願のセブ島へ 出発日６月１４日（５泊６日）
会員歴３年５ヵ月　重清さん セブへ行こう！

きれいな海ワールドビッグフォーセブ島
私は、青木さんと吉田さんに会
った時に、色々の話を聞いて、ワ
ールドビッグフォーに入るのを
決めました。そして、すぐに入る
手続きをしました。そして、４人
でセブ島に行く事にしました。
７月３日から７日までの５日間
でしたが、とても楽しくよかった
と思います。セブ島に着いた時
は、狭い道に車とバイクがすご
いので、人が車の間を横切って
行くので危ないなぁと、思いまし

た。そして、セブ島コーラルポイントリゾートに着いた時は、広いお部屋で
ビックリしました。次の日は、市内観光やオプションを体験したり、夜遅く
まで遊び、楽しんでコーラルポイントリゾートに戻りました。食事も、フ
ィリピン料理、中華料理、日本料理も食べてとても美味しい味付けでした。
コーラルポイントリゾートの階段をおりて行くと下は海、泳いでとても楽
しい一時でした。海外旅行もアメリカ、シンガポール、マレーシア、中国、
グアム島、オーストラリア、カナダ、他色々の所に行きましたが、やはり！セ
ブ島がとてもよかったと思います。また機会があったら、もう一度行きたい
と思います。自分だけ楽しんでいないで、他の人にも、今話をしておりま
す。色々と有難うございました。ワールドビッグフォー様。

念願のセブ島へ！ パンダノン島やボホール島観光等、おか
げ様で何の不安もなく、本当に楽しい思い出が出来ました

６月は雨期と聞いたが旅行を決
心実行。セブ・マクタン空港に
着くとラチさんが迎えて下さり、
思わず走り出しました。知って
いる人に会えホッとしました。コ
ーラルポイントリゾートに着く
とスタッフの出迎えがあり、部
屋に案内され、初めての友人は
素敵な部屋の豪華さにビックリ
されていた。明日からのスケジ
ュールを決めた。朝のマンゴジ
ュース、パイナップル、バナナは
甘くておいしい。ナルスアン島
へ水着を着て行き、大勢の人の
中でテーブルを確保。海の中は熱帯魚が泳ぎ私も犬かき？何十年ぶりの海の
中、２人で大笑い！温泉気分で温かい、時間を忘れる程でした。海から出
た後のバーベキューのおもてなしも感激！おいしかったです。夜は幻想
的な夜景を見ながら高台での食事でした。３日目はボホール島へ、チョコ
レートヒルを観光、小さなターシャは目を開け私を喜ばせてくれた。雨は
車の中にいる時だけでラッキーな日でした。４日目はのんびり過ごしシ
ョッピング！友人はエステ、私はマッサージで休息。５日目は市内観光、市
場はにぎやかで街も活気であふれていた。午後からはマリンスポーツに
行く、途中より大雨で現地のスタッフに大笑いされたが待っている間に晴
れ、初めてのジェットスキーに挑戦！インストラクターの後で大声出したり、ス
リル満点を味わい変化のある海岸線も見れ大満足でした。滞在中はガイドさ
ん、メイドさん、ドライバーさん、ＪＷＢホテルの支配人のお陰で楽しい
日々を送りありがとうございました。感謝しています。

初めてのジェットスキーに挑戦！ インストラクターの後で大声出し
たり、スリル満点を味わい変化のある海岸線も見れ大満足でした

セブ島５日間の旅、きれいな海、広いお部屋でビックリ！ 市内
観光やオプションを体験したり、食事も美味しい味付けでした

ワクワクドキドキのセブ島！ ナルスアン島やボホール島観光、
ショッピング、市内観光等も楽しみ、マッサージも受けました

出発日６月１４日（５泊６日）
会員歴３年４ヵ月　森さん

出発日６月１９日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　春日さん

出発日７月３日（４泊５日）
会員歴１年　近藤さん
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今年も６人で５泊６日のセブ旅
行。成田空港を気持ちはすでに
セブ一色の中出発し、４時間３
０分あまりでセブ・マクタン空
港に着く。又セブに来られた嬉
しさ、早くマンゴジュースをいた
だきたいと言う気持ちでコーラ
ルポイントリゾートへ直行！とっ
ても美味しかったマンゴジュー
ス は 旅 の 疲 れもどこか へ 消え
てしまった。２日目舟に乗り、地
平線の上を進むカモテスを目指す。

きれいな海を見ながらマイナスイオンをたっぷり吸ってカモテスに着く、
色々なお話しをしながら食事をいただく、そして車に乗り少し進むとマンゴ
が木にいっぱい鈴なり、すごい初めて見る光景、感動！バナナもすごい、大
きなジャックフルーツ（甘いそうです）。帰りの舟では風が強く、そんな時
「イルカの大群」が現れ、あっちにもこっちにも豪快！４回目にして待望
のイルカを見られ感動の一言。次の日１１時にコーラルポイントリゾー
トを出発、ＪＷＢホテルで海を見ながらの食事、その後卓球をしたり、お
買物したり、充実したひとときを楽しむ事が出来ました。最後の夜はパー
ティーをしていただき、皆さんで飲んだりダンスをしたり、食事を沢山い
ただき、本当に楽しいパーティーでした。メイドさん、ミキちゃん、ドライ
バーさん、お世話になり楽しい思い出が出来ました。有難うございました。

きれいな海を見ながらマイナスイオンをたっぷり吸ってカモ
テスへ！ 初めて見る光景、待望のイルカも見られ感動でした

女王になった気分を満喫！ カモテス観光に感動、オイルマッサ
ージとフェイスエステも体験、マンゴもとても美味しかったです

６月９日、初めての方２名と６
人で成田空港へ、待ちに待った
セブに向かって出発。夕方機内
から真赤な夕日を見、セブ旅行
の感動の始まり！コーラルポイ
ントリゾートに着き、ウェルカム
マンゴジュースを頂き、翌朝は
早くから朝焼けを見て居たら、す
ごく大きなエンジェル雲が出て
いて、なにか先にいい事があり
そうな予感がし、とても幸せな
気分！そのまま朝の散歩、写真
を撮り朝食。その日は、ワールド
ビッグフォーの原点であるカモテス島へ、車で島内を見学、バナナの花や、
たわわに実るマンゴを撮影、昼食を頂き、帰りにはすごい大群のイルカに
会い皆でキャーキャー感動の一瞬でした。帰って来てエステに、サッパ
リした翌日はＪＷＢホテルへ！館内の案内をして頂き昼食を食べて居る時
に、案内をして下さった方が、私達と同郷と聞きビックリ！なにか身近に感
じ嬉しかった。その方もこの会社で働ける事を、とても喜んで居ました。
そして帰りに「又来ますね！」と別れ 、コーラルポイントリゾートに。３
日目、４日目は街に買物に出掛け、最終日前日の夕食はパーティー。ドラ
イバーさんがとても盛り上げてくれ、メイドさんと一緒に皆で踊り、この上
なく楽しませて頂きました。５泊６日の旅も終了、お世話になった会社の皆
様に感謝致します。又、ワールドビッグフォーの益々の御発展を心よりお祈り
申し上げ、ペンを置きます。本当にありがとうございました。

イルカに逢えた

充実したひとときを楽しむ事が出来ました！ パーティーでは皆さんで飲んだ
りダンスをしたり、食事を沢山いただき、本当に楽しいパーティーでした。

最終日前日の夕食はパーティー！ ドライバーさんがとても盛り上げて
くれ、メイドさんと一緒に皆で踊り、この上なく楽しませて頂きました

６回目のセブ 出発日６月９日（５泊６日）
会員歴７年３ヵ月　佐々木さん 癒しのセブ旅行

初めてのセブ旅行
昨年行く予定でしたが、入院して
しまい残念な事に行けませんで
した。今年も佐々木さんに声を掛
けて頂き、念願のセブ島に行く事
ができました。セブ島に何度も行
かれた方々のお話を聞いたり、
会報を見たりして大変景観のス
バラシイ所で楽しみでした。５
泊 ６日の 旅でした。セブ・マク
タン空港に着くと、ドライバー
のベルナルドさんとガイドのミ
キさんがプラカードを持って迎
えて下さり、荷物は全てドライバ
ーのベルナルドさんが運んで下

さいました。コーラルポイントリゾートに着くと、メイドさん達が出迎え
て下さいました。広い部屋を１人じめ、Ｗベッドを１人で使う！！なんて贅
沢なんでしょう！又、洗濯までして頂いて、女王になった気持ちでした。着
いた翌日には、カモテスに案内して頂き、初めて観るマンゴの木とバナナ
の花は感動でした。３日目にはオイルマッサージとフェイスエステを体験
しました。マンゴがとても美味しかった。又、マンゴジュースも！！残念な
事は日本に持ち込めない事。町並みの景観は日本の昭和３０年頃だった
ように感じた。６日間あっという間に過ぎて「最後のお別れパーティー」で
は皆ダンスがお上手で、特にドライバーのベルナルドさんの芸達者には驚
きました。ドライバーのベルナルドさん、ガイドのミキさん、メイドのアイ
リーンさん、リーゼルさん、そして御一緒して頂きました６人の仲間に
感謝です。本当にありがとうございました。

６回目のセブ、感動の始まり！ カモテス島では島内も見学、ＪＷＢホテル
では案内の方が私達と同郷と聞きビックリ、買物、食事も楽しみました

日本の梅雨空の中飛び立ち、５
回目のセブＩＮ。ガイドのミキ、
笑顔で「お帰りなさい」とお出迎
え！「やっぱりいいねぇ」聞きな
れたカタコトの日本語、早速夕
食はソーメン。キャリア組４名、
デビュー組２名足並み揃えてコ
ーラルポイントリゾートへ、御一
行到着。またまた笑笑のメイド
チャンの「お帰りなさ～い」コー
ルが心地良く、ウェルカムマンゴジ
ュースで「来た～ !」って感じカナ・・・。２日目はカモテス島へ、天候でなか
なか行けない所、雨季でありながら運の持っている新メンバーで、コバル
ト色の景観と帰りの船ではイルカ達のウェルカムジャンプを見る事が出
来て！旅行２日目から今回の希望していた計画が達成～！する事が出来て
大満足　３日目は全身エステでツルピカッ２時間コース、円換算すると１
４００円位で６名のオバチャ御一行は色白となりニコニコ　　もあり、マ
ーケットでは一名所在不明でガイドのミキ大混乱のアクシデントが数々
あり、ドライバーのベルナルドさん大奮闘もありで勉強課題を提供して
来ました。６日目はたっぷりのドライマンゴ＆ドライバナナを買い占めて
重い荷物と共に帰って来ました。スタッフの皆様ありがとうございました。

５泊６日のセブ旅行、全身エステでツルピカッ！ 今回の希望
していた計画が達成～！ する事が出来、大満足の旅でした

初めてのセブ旅行、あっという間の６日間！「最後のお別れパーティー」
では皆ダンスがお上手で、ベルナルドさんの芸達者には驚きました

ウェルカムマンゴジュースで「来た～!」カモテス島ではコバルト色の
景観を楽しみ、帰りの船ではイルカ達のウェルカムジャンプに大感激

出発日６月９日（５泊６日）
会員歴５年５ヵ月　高橋さん

出発日６月９日（５泊６日）
会員歴４年３ヵ月　木村さん

出発日６月９日（５泊６日）
会員歴１年１０ヵ月　木村さん
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こんにちは、私は田中といいま
す。初めてセブ旅行に行く事に
しました。ワールドビッグフォー
の 言っている事 が 本 当 かどう
か？思い切って行く事にしまし
た。行って良かった！コーラルポ
イントリゾートが良かったです。
ベランダから１８０度海が一望
でき、地平線まで見えるので開

放的であり、メイドさんも良くしてくれるし、ベランダから食事をしながら、
豊富な自然、セブの花が凄く美しく、セレブになった気持ちになる。セブ島
の観光も初めて見る物ばかり、ガイドさんも、とても良い方で親切で安心し
て観光出来、現地の料理を紹介してもらい食事したり、買物したり、マリン
スポーツもやり、オカマショーも見て、パーティーショーもして楽しかった
です。又セブに行きたいです。是非また行く事をみんなで約束しました。
本当に楽しく、あっという間に５日が過ぎました。特に朝食に必ず生ジュ
ースが出て来てマンゴジュースや生マンゴが特においしかった。

豊富な自然、セブの花が凄く美しく、セレブになった気分を
満喫！本当に楽しく、是非また行く事をみんなで約束しました

本当に楽しかったセブ旅行、全員でシーウォーカー！ 初めて
見る魚の世界、手を伸ばして魚達と思いっきり戯れました

この 旅 を 振り返り印 象 深 い の
は、海の綺麗さや風の気持ち良
さはもちろんの事、日本人が造
ったという橋を、沢山の乗合バ
スが多くの若い人を運び、活気
がある様子で、今後ますます発
展していくとも思えました 。そ
れから、ガイドさんやメイドさ
ん達とのコミュニケーションが
思い出深いです。国は違います
が、女同士かわいいビーチサン
ダルの話で盛り上がったり、ガ
イドのリサさんにピアスを探し
てもらい購入したり、名札作りのお手伝いをしたりと愉しかったです。セブ
で行きたかったフットマッサージ、タイ式マッサージ、アロマオイルマッサ
ージ、爪や足裏のお手入れ・・・。また食事や毎日スーパーへ買い物等、行
きたいところへ車のドアからお店のドアへと連れて行ってもらい、時間に
追われることなく全て叶えてくださり、フィリピン料理も作ってもらいまし
た。朝食やバーベキューも美味でした。そしてアイリーンちゃんのダンス
の上手い事、リンリンちゃんの「おやすみなさい」の言葉に癒されたり、他
の旅では味わえない本当に幸せな旅でした。又セブに行った時は、「皆さ
んにお世話になりたいな♪」と話ながら、帰って来ました。この縁を作っ
て下さった丸山さん、ありがとうございます。そしてワールドビッグフォー
のセブの皆さんが、より幸せでありますように。感謝。

何度行っても最高のセブ

初めての海外旅行！ 食事したり、買物したり、マリンスポーツも
やり、オカマショーも見て、パーティーショーもして楽しかったです

他の旅では味わえない本当に幸せな旅でした！ ネイルをし
てもらい、アロマオイルマッサージも至福なひとときでした

癒しの旅 出発日６月１２日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　山崎さん 初めての海外旅行

本当に楽しかったセブ旅行
丸山さんに誘っていただいて、
今 回 セブ に 行く事 が 出 来まし
た。旅行前の手続きとか、旅行
中の面倒な係り（？）等、色々お世
話になりっぱなしで本当に感謝
しています。一緒に行ったメンバ
ーも、そんなに面識の無い人が
多かったので、少し不安でした
が、セブ旅行に憧れを抱いてい
た人ばかりでしたので、空 港 に 向
かうタクシー の 中で、すっかり
打ち解けて、セブに着いた時に
は昔からの友人のようになって
いました。何かの縁で、４泊５

日のセブの日々を一緒に過ごしたこの５人、共通の楽しい思い出がたくさ
ん出来ました。市内観光では、すれ違うバスの鮮やかな色彩に声を上げ、
放し飼いにされている鶏、牛に驚き、南国の果物の木を見つけては、はしゃ
いでいました。計画通りに７Ｄのドライマンゴを買ってショッピングもし
て、おいしいフィリピン料理もたくさんいただきました。（食べ過ぎたせい
か、日本に帰ってからしばらく食欲が無くなりました。）なかなか決まらな
かったのが、パラセーリングをするか、シーウォーカーをするか、全員が未
知の世界。ガイドさんにどちらがいいか聞いても両方との答え。しかし時
間的にはどちらか一つ。最終的には、全員でシーウォーカーをやりまし
た。不安な気持ちを乗り越えはしごを降りたら、初めて見る魚の世界が広
がっていました。手を伸ばして魚達と思いっきり戯れました。本当に楽し
い旅でした。ガイドさん、メイドさん、運転手さん、みなさん、ありがとうご
ざいました。

癒しの４泊５日の旅！朝早く起きてメイドさんが作ってくれた
朝食、パイナップルがキレイ！マンゴジュースも美味しかった

何度行っても又行きたくなる３
度目のセブ旅行。何と言っても
到着から帰るまで、ドライバー
さん、ガイドさんが付いていてく
れるので安心、安全♡それにスケ
ジュールを自分達で決められる
こと が ツ ア ー 旅 行 に な い 魅
力・・・。疲れて帰ってもメイドさ
んが温かく迎えてくれ 、洗濯も
きちんとた たんで 洗 いあ がって、部屋の掃除、ベッドメイキングも綺麗
になっていて、一生縁がないと思っていたセレブの気分を味わうことが出
来シアワセ、シアワセ。今回は水が恐くて泳ぐのが苦手な私がシーウォー
カーに挑戦しました。綺麗な海に入って、綺麗な魚達を見て感動しっぱな
しでした。海の中に潜る瞬間、やっぱりヤ～めたと、言いそうになったけれ
ど、お金をもう払ったし、もったいない～ので、恐る恐る階段を一歩ずつ
降りて行くと、そこは別世界！逃げないで良かった。こんな体験が出来るの
もワールドビッグフォーと縁があったからと感謝しています。アッという
間の４泊５日でした。お世話になったみなさん、ありがとうございました。

アッという間の４泊５日、シーウォーカーにも挑戦！ 綺麗
な魚達を見て感動しっぱなし、海の中は別世界でした

共通の楽しい思い出がたくさん出来ました！ 市内観光を楽しみ、
ショッピングもして、おいしいフィリピン料理もたくさんいただきました

何度行っても楽しいセブ、セレブの気分を味わいシアワセ！ スケジュ
ールを自分達で決められることがツアー旅行にない魅力・・・最高

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴６年８ヵ月　丸山さん

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　田中さん

出発日６月１４日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　長田さん
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私がワールドビッグフォーと言う
会社を 知っ た の は 、仕 事 の 関
係 の 知人で、話を聞いたり、会
報を見せ て 貰っ たりして い る
うち に 、久保田さんを知りまし
た。最初の頃は、随分魅力的な
話なので、逆 に 信 用 出 来 ま せ
んでし た 。でも、写真を見せて
貰ったり、色々な人の話を聞い

たりしているうちに、入会する事になりました。それからセブ島の話を聞
いたり、写真を見せて貰ったりして、ワールドビッグフォーと言う会社のプ
ライベートのリゾート施設と美しい自然を拝見し、是非一回行ってみたい
と言う気持ちを掻き立てられセブ島へ出発致しました。パンフレットで見
た通りの美しい自然、素晴らしい施設、又スタッフ達の心の行き届いた気
遣いをしていただき、あっと言う間の５日間でした。楽しかった旅の余韻
がいつまでも心に残っていました。ワールドビッグフォーに感謝し、又機
会があったら、セブ島に行きたいと思っています。

あっと言う間の５日間、楽しかった旅の余韻がいつまでも心に残っ
ていました！ 又機会があったら、セブ島に行きたいと思っています

母と子だからこそ出来たバカンス！ 次男夫婦も含め、
家族全員で行きたい「夢は叶う」次回の夢が出来たぞ

ゴ ー ル デンウィークが 明 け た
５月１ ０日から気 が 合う仲 間
４人で、２年ぶり４度目のコー
ラル ポイントリゾートへ行って
来ました。オーシャンフロントの
Ａ棟６階ベランダには、満開の
ブ ーゲンビリアが 私 達を出 迎
えてくれました。毎朝メイドさ
んが作ってくれるマンゴ・パイ
ン・バナナ等南国フルーツ盛り
沢山のブレックファーストは絶
品。アイランドホッピングはバンカーボートに乗り１時間のパンダノン島
へ行き、透明度の高い美しい海でシュノーケリングをしたり、ＢＢＱを楽
しんだりして素敵な時を過ごしました。また、日帰りツアーでは、早朝に
コーラルポイントリゾート・スペシャルビラを出発し、船で３時間のボホ
ール島へ、メガネザルのかわいい “ターシャ”に逢い、１２６８個もある
小さな山々が一面に点在しているチョコレートヒルへ、ジャングルの中を
行くロボク川クルーズでは伝統的なフィリピン料理に舌づつみ。毎日、ネ
イル・マッサージ・エステ・ショッピングをしたりして心も体もリフレッシ
ュ！ラグジュアリーな時に包まれて８日間の旅はあっという間に終わり
ました。誰もが笑顔に満たされるセブへ！いつ行くの？今でしょう！！

セブ島旅行

人生が明るくなった！  セブの美しい自然、素晴らしい施設、又
スタッフ達の心の行き届いた気遣いをしていただき感動しました

誰もが笑顔に満たされるセブ癒しのリゾート！ 毎日、ネイル・マッ
サージ・エステ・ショッピングで心も体もリフレッシュできました

セブ癒しのリゾート！ 出発日５月１０日（７泊８日）
会員歴４年　木暮さん 人生が明るくなった

念願の夢が叶った！
念願の「長男とのセブ」夢が叶っ
た！２人で１１日間も行かせてく
れた主人とお嫁さんに大感謝し
ています。大富豪達のバカンス
をして み たくて １ ０ 泊 １ １ 日
とした 。長 男 は、水分補給の全
てがビール、さっぱりしていて美
味しい。１１日間も規則正しく
食事していると体も要求するよ
うになり、帰国してからも長男
が朝食を食べるようになった。９

７畳の大リビングのソファに横たわり、ビールを飲み、ＴＶを観る。そし
て泳ぐ。出掛けた時には１～２時間のマッサージ。とにかくゆっくりとした
バカンスを体験した。何もしない、何も考えない、のんびりした時間を、ゆっ
くり、ゆっくりと楽しんだ。これは、母と子だからこそ出来たバカンスであっ
た。魚と戯れたシーウォーカー、大海原を舞うパラセーリング、童心に戻れ
たバナナボート、白浜でのバーベキュー、カワサン滝、メガネ猿、チョコ
レートヒル、ロボク川クルーズランチ、打ち上げ花火の如く繰り広げられる
ニューハーフショー、どれもこれもガイドのシャローンさんのお陰で楽し
い思い出となった。次回は次男夫婦も含め、家族全員で行きたいとつく
づく思った。「夢は叶う」次回の夢が出来たぞ。

ラグジュアリーな８日間の旅！ パンダノン島では、美しい海でシュノ
ーケリングをしたり、ＢＢＱを楽しんだりして素敵な時を過ごしました

セブ島に行ってきました！！初めて
の海外旅行なので不安だらけでし
たが、セブの空港に着くなり、そ
んな不安もあっという間に払拭
されました。というのも、入国手
続きを終えるとすぐにワールドビ
ッグフォーのＴシャツを着たガイ
ドさんが、笑顔で私たちを迎えて
くれたからです！！ガイドさんに連
れられて、さっそくフィリピン料理
に舌鼓を打ちました。初フィリピ
ン料理は、みな異国の味で早々に
感じるバカンス気分（^ －^ ） ♪宿泊地
コーラルポイントリゾートに着く
と、なお高まるバカンス気分（^ －
）^ ！細部の装飾にまでこだわった
広い部屋と素晴らしい眺望で、当
初の不安はどこへやら「ずっとここに滞在したい！！」という気持ちに包まれま
した。２日目はマリンスポーツを楽しみました！！シーウォーカーは、まさに目
の前に広がる水族館・・・！！たくさんの南国の魚と戯れつつ、セブの海の美し
さを体全体で感じることができました。海の中の次はパラセーリングで海の上
です！！眼下に広がるセブの海と小さく見えるマクタン島。空の中で感じる風
は、まさに鳥になったような気分！！開放的で素晴らしかったです。３日目は島
巡りです。１時間ほど船に揺られ、日本では見ることのできないような白い
砂浜のビーチに到着しました。ここではバーベキューを楽しみます。現地風
バーベキュー？はとてもおいしく、美しい海を眺めながらのビールは人生で最
高のひと時でした。４日目はセブ本島で遊びました。日本では、男性はなかな
か出来ないオイルマッサージを堪能しました。日本では考えられない破格の
値段なので、もう一回・・・という気持ちになりました（^ －^ ） ここには書ききれ
ないほど、たくさんの素晴らしい体験をセブですることができました！！ワー
ルドビッグフォーのスタッフの皆さんには本当に感謝いたします。ありがとう
ございました！！またお世話になります（^ －^ ） 

シーウォーカーは、まさに目の前に広がる水族館！ パラセーリング
は、まさに鳥になったような気分！開放的で素晴らしかったです

念願の「長男とのセブ」夢が叶った！ マリンスポーツ
や島巡り観光等、どれもこれも楽しい思い出となった

たくさんの素晴らしい体験をセブですることができました！ 島巡り
やマリンスポーツ、オイルマッサージ等、最高のバカンスを満喫

出発日６月５日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　内藤さん

出発日５月２９日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　寺田さん

出発日８月２０日（１０泊１１日）
会員歴３年　稲葉さん


