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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～
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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26年5月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
幸福を誘うセブ島は、マイナスイオンの島。

溢れるほどの大自然の恩恵と温暖で快適な気候、高齢者にも優しく

至福の喜びに持て成す環境は、身体元気に人生の活力へと魅力盛りだくさん！

日比友好関係も深まる中、日本から４時間程で渡航できる気軽さはもちろん、アットホームに

過ごせる究極のリゾートは、皆様にとって心身共に癒し安らぐ究極のオアシスとなる事でしょう。

自然環境の大切さに心から感銘を受ける、ストレスフリーなセブ島を思う存分にご満喫下さい。

ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、輝かしきセカンドライフにも最適な

日本では味わう事の出来ない、人生観も変わる心地良い環境を是非お楽しみ下さい。

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＞
セブ島の醍醐味はワールドビッグフォー究極のリゾートで！航空チケットの手配は勿論、現地滞在期間
中は当社スタッフが皆様のお世話を致しますので安心・安全！ガイド兼通訳、ドライバーがご希望するプ
ランに沿ってご案内致します。海外旅行が初めての方にも気軽にお楽しみ頂けますよう心掛けております
ので、老若男女を問わず是非ご参加下さい。尚、ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽に当社担
当までお問い合わせ下さい。

広大なる土地330万坪を所有するカモテスリゾート

①上記料金は平成26年4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５月５日・6日、７月２１日、９月１５日・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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信頼できるワールドビッグフォ
ーの毎月の利用券買い取りのお
陰様でリフォームも出来、この
度、更にワールドビッグフォー
のセブリゾートに感動、楽しん
で来ました。滞在中は天候に大
変恵まれ、セブベテランの小山
さんにいろいろな見所へ連れて
行って頂き、安心してセブを満
喫してきました。初めて訪れた
セブ島ですが、現地では日本語

や移動の心配は一切いらず、ガイド、ドライバーさんにもお世話になりま
した。明るい笑顔が飛び交う現地の人々と混ざって毎日外食をしたり、また
異国での買い物は楽しいもので、昼はとても大きなデパートまで２回も行
きましたし、マンゴ工場では、大分買ってまいりました。セブではやはり欠
かせないビタミンたっぷりのフルーツ達。中でもコーラルポイントリゾー
トで味わう朝のマンゴジュースは本当においしかったです。家族でセブ島に
行き、とても美しい海と美味しい食事、楽しい思い出もたくさん出来ました。
南国セブの環境、気候、海の美しさがとても良かった。ワールドビッグフォ
ー益々の発展をお祈り申し上げます。

楽しかったセブ旅行！ 家族でセブ島に行き、とても美しい
海と美味しい食事、楽しい思い出もたくさん出来ました

マルコポーロ５つ星ホテルのビールを飲みリッチ気分！ 夜景の素敵な
レストランもロマンチックでデートスポットの公園もゆっくり散歩できました

家 族 で セ ブ へ 行 っ て き ま し
た。ワールドビッグフォーを知っ
たのは、何年も前でした。母か
ら聞いてはいたのですが２０
代前半という事もあり「母は母、
私は私」とあまり興味を示さず、
２年前の結婚を機に旦那が会
員になり、私も会員になりまし
た。セブの話や会報が届くたび
に「もっと早く会員になってい
ればなぁ～」と思うようになって
いました（笑）。そして会員になっていよいよセブ体験、息子は１歳５日
目、息子も小さいので初海外旅行は不安や心配がいっぱいありました。で
もセブに着きコーラルポイントリゾートでは、メイドさん達のビッグウェル
カムの笑顔につつまれ、人見知り中だった息子も即仲良し！！旦那と驚き
を隠せず、それと同時に私の不安や心配は吹っ飛んでいました。セブ島
に着き数時間・・・まるで魔法にかかりました。キレイな海でシュノーケリ
ング、ＢＢＱ、パラセーリング、ウェイクボード、帰国前夜のパーティーで
は、たくさんの料理、歌やダンス、息子へのサプライズバースデーケーキ、
あっという間で、竜宮城へ来たようでした。

楽しいセブ旅行

ワールドビッグフォーのセブリゾートに感動、楽しんで来ま
した！ 南国セブの環境、気候、海の美しさがとても良かった

息子もメイドさん達と即仲良し、大満足です！ キレイな海でシュノ
ーケリング、ＢＢＱ、パラセーリング、ウェイクボード等と楽しみました

家族で初海外セブ旅行 楽しかったセブ旅行

美しきセブ島の旅
私は初めて飛行機に乗り、三人の
家族と紹介者の小山さんと１週
間のセブを楽しんだ。朝食は目玉
焼きとベーコン、そしてモーニン
グコーヒーがでます。必ずマンゴ
のジュースに生マンゴをスプーン
で食べる。目的はエステとバンカ
ーボートに乗りバーベキュー！４
日目頃だったかな？カツオ＆エビ
＆ブタの肉の焼いた物を頂きま
した。美しい海で貝殻拾いも楽し
みました。コーラルポイントリゾ
ートの鏡でおおわれた美しく広
い部屋、テラスからは綺麗な海も
見渡せた。飲み物はミネラルウォ
ーターやビールを頂き楽しみまし

た。一度ランチで、マルコポーロ５つ星ホテルのビールを飲みリッチ気分にな
りました！入浴はシャワー（シャンプー・ボディーソープにハブラシ有）エアコン
はいつでもつけてＯＫ。６日目は射撃を体験、２回目で的に当たりました。デ
カになった気分！料金は２００ペソでした。ショッピングでは真赤なリボン付き
のワンピースを買う。また、母からハイビスカスのドレスをプレゼントされる。
そうそうブラウスも買いました。一番のお気に入りメニューはフィリピンのガ
ーリックライス。覚えて愛する方に作り食べました。でも、本場のご飯でなくて
すみませんねェ。夜景の素敵なレストランもロマンチックでデートスポットの
公園もゆっくり散歩でき、楽しみました。収入は、チップ制度の国で金持ちし
か学校へ行けないそうです。私はテストされました。なぜって！「あなた留学
生？」「うん」とお返事したからCebu  H igh  S choo lの英文科の１年生の１６
歳になっちゃったよ。本当～ってねェ！不思議でしょ。

家族で初海外セブ旅行、まるで魔法にかかりました！ 帰国前夜の
パーティーでは、息子へのサプライズバースデーケーキに感激しました

先日、祖母と母とセブ島へ５日間
の旅行に行きました。一年前に短
期留学していたこともあり、今回
は２度目のセブ島です。セブ・マク
タン空港へ到着すると、とても懐か
しい気持ちでいっぱいになり、早く
セブの街を満喫したいという思い
に駆られました。そんな私達の旅
行をサポートしてくれたのは、ガイ
ドのシャローンさんです。彼女の支
えなしでは、こんなに楽しく旅行を
終えることが出来なかったことでしょう。彼女が私達に与えてくれる情報は、どの情
報誌よりも豊富で正確で私達日本人にとって、とても有意義なものでした。毎日マッ
サージ店へ行き、ショッピングをしたり、船に乗って近くの島へ行きバーベキュー
をしたり、市内観光をしたり、とても楽しく過ごすことが出来ました。そして何より一
番の癒しとなったのがコーラルポイントリゾートで過ごしたことです。素敵な部屋
で優しいメイドの方々が身の回りの世話をしてくれます。特に感動したのが朝食
です。色とりどりに盛り付けられた食事やフルーツ、ジュースを頂きながら外の景
色を眺めるそのひと時に、とても幸福を感じました。満天の青空にエメラルド色の
大海原は、感動と安らぎを与えてくれます。セブ島で過ごした５日間は素晴ら
しかったです。ありがとうございました。

コーラルポイントリゾートは一番の癒し、朝食にも感動！ 満天の青空
にエメラルド色の大海原は、感動と安らぎ、とても幸福を感じました

美しきセブ島の旅、目的はエステとバンカーボートに
乗りバーベキュー！ 美しい海で貝殻拾いも楽しみました

セブ島で過ごした５日間は素晴らしかったです！ マッサージやショッピング、
バーベキューに市内観光と、とても楽しく過ごすことが出来ました

出発日１１月６日（４泊５日）
会員歴４年３ヵ月　南澤さん

出発日１１月９日（６泊７日）
会員歴３年９ヵ月　菊川さん

出発日１０月１８日（５泊６日）
会員歴４年１０ヵ月　北村さん

出発日１１月９日（６泊７日）
会員歴３年９ヵ月　菊川さん
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初日上空より最高に美しい夕陽

を見、セブ・マクタン国際空港

に到着。良き旅の始まりと思い

きや、翌朝、目を覚ましたら何と

雨、台風の到来との事。三日間

雨続き、此れは日頃忙しさに追

われた生活から解放され、ゆっ

くり旅を楽しみなさいと神様か

らの贈物と思い台風に感謝しま

した。毎朝ゆっくり起きコーヒーを飲み大好物の果物と朝食を頂き、さぁお

出掛け！一時間車にゆられ街の中心地へ、朝田さんのお陰で毎日、日本で

は体験出来ない様な珍しい処へ連れて行って頂き幸せな三日間でした。

特に同行した竹岡さんの９４歳と朝田さん二人の誕生会は、生バンドで

スタッフの皆様と踊った事、私も久しぶりにマンボを踊り楽しい一夜を過

ごしました。５日目は台風も去り船でパンダノン島へ行き、海に入ったり、

スタッフの用意して下さったバーベキューパーティーをし最高の一日でし

た。最後にスタッフの皆様の心温まるおもてなしに感謝します。

竹岡さんの９４歳と朝田さん二人の誕生会！ 生バンドでスタッフの
皆様と踊った事、私も久しぶりにマンボを踊り楽しい一夜を過ごしました

楽しい思い出を有難うございました！ 皆さんの心温まる親切に感謝感謝、
次回はコーラルポイントリゾートの海の見える芝の庭で、ヨガをしましょう

ひとことで言えば、至れり尽くせり
のセブのバカンスです。専用のガ
イド兼通訳の方とドライバー付
きの車。行きたいところは何処
でも案内してくれます。そして私
達の用事が終わるまで待ってく
れます。ガイドさんが 紹 介して
くれる両替も買い物もレストラ
ンもとても良心的で安心。おか
げでお土産もとても良い物を購
入する事ができました。コーラ
ルポイントリゾートは、セキュリティーもしっかりしていて安心。２４時間
ガードマンが敷地内を見回っています。ゲートもガードマン常駐で関係者
以外は通れません。大きなホテルと違い、静かで優雅な気分で寛ぐことが
できます。初めての方も心配する事無く楽しめます。旅慣れた方は一味違
ったゴージャスな旅になります。今回はのんびりする事が目的の旅でした
が、コーラルポイントリゾートの広くて海の見える部屋、美味しい食事、温
暖な気候、そして安心のワールドビッグフォースタッフがのんびり旅をか
なえてくれました。次回はもっと長期滞在をしたいと思っています。

９４歳 初めてのパスポート＜セブは極楽じゃ～＞

セブ癒しの旅、パンダノン島へ！ 海に入ったり、スタッフの用
意して下さったバーベキューパーティーをし最高の一日でした

静かで優雅な気分で寛ぐことができました！ コーラルポイントリゾートの
広くて海の見える部屋、美味しい食事、温暖な気候、すべて最高でした

至れり尽くせりのんびり旅 セブ癒しの旅

心に残った思い出セブ旅行
会報を見ながら美しい景色を心
の中におさめ寒い信州を脱出し
た。夕方セブ・マクタン空港に着
くと雨だった。迎えの車でコーラ
ルポイントリゾート着、メイドさ
ん達が明るい笑顔で迎えてくれ
た。コーラルポイントリゾートＡ
棟６階の部屋が広くて素晴らし
い！サンゴ、エンジェルの置物が
目を引いた。夜はゆっくり・・・。
翌日外は風雨、遠くの島が見え、
敷地内の木々とブーゲンビリアは
風雨にも負けず凛としていた。
庭 の 芝 も青々とし心 が 癒 され

た。朝食はマンゴジュース、甘い果物が美味しかった。車で町へ、混雑の中
皆それぞれ譲り合って走る、その精神に感動でした。３日間デパート巡り、ネ
イル、エステ、マッサージ、オカマショー（美しい男性）、カジノ、ダンスで
は思う存分踊れ楽しかった。最終日の前日は、神の恵み晴天パンダノン
島へ！船より見る青い海、遠くには虹の様な景色、白浜ビーチでは子供に
なった気分で海の中へ、小魚の泳ぐ姿が可愛い、帰りの船は波が荒く水し
ぶきで大騒ぎで帰る。最後の夜は仲間の竹岡さん、朝田さんの誕生祝、生
バンドでメイドさん皆とダンス、皆さんの心温まる親切に感謝感謝、次回は
コーラルポイントリゾートの海の見える芝の庭で、朝早起きをして良い空気
を体いっぱい吸いヨガをしましょう。最後にワールドビッグフォーに入れ
て頂き感謝感謝有難うございました。仲間６名の皆様、色々お世話になり
ました。楽しい思い出を有難うございました。

至れり尽くせりのんびり旅！ 安心のワールドビッグフォースタッフがのんびり
旅をかなえてくれました。次回はもっと長期滞在をしたいと思っています

一人暮らしの私。内科の主治医に
念を押された。「行くの？本当に行
くの？大丈夫なの？！」不安より南国
を楽しみに出発。①飛行機はあっ
と言う間に着いた。まあ～一週間
の楽しかった事。②すべての食べ
物が美味しく、珍しいものばかり。
マンゴは丸ごと食べた。③毎日変
わった料理を堪能、ビールは不思議
と飲む度に美味しかった。④みんなに
大事にされ有り難かった。空港で車
イスを押してくれる人、おぶってく
れたガイドさん、メイドさんも常に私の手を取りよくしてくれた。⑤泊まる所は最
高！写真で見た通り、心にイメージしていたところそのままだった。⑥朝起きて海
や外の南国の景色が何とも言えない。雨は苦にならず、他の楽しみがいっぱい
ある。それに日焼けして皮膚がかぶれなくてすんだ。年寄りにすれば、かえって
それがありがたい。⑦オイルマッサージなんて初めて、かぶれず気持ちよかった。
手足の爪もきれいピカピカ。⑧一週間美味しいものを食べても体をこわすことな
く毎日ビールとコーヒーを飲み、若い人達に囲まれ２０歳は若返った気がする。⑨
１月に９４歳になったお祝いをして頂いた。ケーキもお誕生会も生まれて初めて
の事。メイドさん達の踊りも素晴らしかった。この年になって、こんな幸せを味わ
えるなんて・・・。朝田先生本当にありがとう。ヨガの先生達お世話様でした。あと
２～３回はセブに来れそうです。１０年パスポートを取っておいて、あ～ぁ良か
った。良かった！

若い人達に囲まれ２０歳は若返った気がする！ ケーキもお誕生会も
生まれて初めての事、この年になって、こんな幸せを味わえるなんて・・・

心に残った思い出セブ旅行、神の恵み晴天パンダノン島へ！ 船より見る
青い海、遠くには虹の様な景色、砂浜ビーチでは子供になった気分でした

９４歳 初めてのパスポート＜セブは極楽じゃ～＞！ あと２～３回はセブに
来れそうです。１０年パスポートを取っておいて、あ～ぁ良かった。良かった！

出発日１月１０日（５泊６日）
会員歴１年７ヵ月　竹岡さん

出発日１月１０日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　古市さん

出発日１月７日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　石嶋さん

出発日１月１０日（５泊６日）
会員歴１年　林さん
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今度の旅行は、ちょっと違う心
持ちで行ってきました。皆さん
御存知の通りフィリピンは台風の
被害で、さまざまな報道がなさ
れている中での出発でした。親
戚の人達からも大丈夫か、キャ
ンセルできないのかと心配して
くれる声がありましたが、主人、
初めて行く先輩他１２名で出発
しました。セブ・マクタン空港は
いつもとまったく変わらない様
子でした。いつもと違ったこと
が一つありました。皆さん飛行
機から降りたばかりなのに、た
くさん の 荷 物 を 持って い まし

た。それは会員さんの中にＮＰＯを立ち上げ支援している方がいて、そ
の方のルートで、セブ島の北側の被害のあった所に、救援物資を届けて
あげようということで、親戚、友人に声をかけ協力していただき、我が家だ
けで約２０ｋｇという物資が集まり、ダンボールに詰めて持って行きまし
た。セブ・マクタン空港で牧師さんに手渡してきました。又、初めて行った
カオハガン島に行く途中、イルカの群れや、飛び魚に遭遇し、とてもラッキ
ーでした。島にはニワトリがたくさん飼われていて、すべて繋がれていたの
が印象的でした。ニワトリは戦わせる為に飼っているそうです。他にも素
晴らしいキルト作品をたくさん見てきました。おみやげに買ってきまし
た。それから今回は、サヨナラパーティーを帰国前夜にしていただいたこ
とがとても良かったと思いました。一緒に行っていただいた皆さん、コー
ラルポイントリゾートのスタッフの皆さんお世話になりました。

何度でも行きたくなるセブ！ 大自然いっぱいの中でエネルギー
をいただき、知り合いのオーナー「神楽」でいただく料理も最高！！

毎朝太陽を迎え、拝み、又来年の夢を描き、静かな時間の流れに
感謝の時間！ 今回も心に残る本当に楽しい時間を過ごしました

１０月２９日から７泊８日で二
度目のセブ旅行に行く事が出来
ました。初めて御一緒する会員
さん達に成田とセブ・マクタン空
港で合流し、７名での旅の始ま
りです。南国ムード溢 れるマリ
バ ゴ グリル で フィリピン 料 理
を堪能し、多勢のメイドさん達
の出迎えを受け、コーラルポイ
ントリゾートに入りました。二日
目は崎山さんが２７年前訪れ
て一 目 惚 れして購 入したとい
うカオハガン島にオプションで
行きました。島の周囲が２ｋｍ
という小さな島に、約６００人
の住民が昔ながらの自給自足の
生活をしながら、ゆったりと暮らしていました。日本人スタッフの小倉さんの
案内で学校や図書館、住民の家を見たり、キルトを購入したりと一日ゆっく
り過ごす事が出来ました。三日目はナルスアンに行きランチ、初めてのシュ
ノーケリングを体験し、夢の様でした。帰りのセブの町では、勤め帰りの若
者が列をなしていて、人と車の多いのにビックリしました。「これからフィリ
ピンが経済発展していくんだなぁ」と感じました。四日目から二泊三日で
バディアンゴルフリゾートに行き初体験のゴルフ。日本では考えられな
い事が、ここでは大きな気持ちになって出来るんです。キャディーさんに
「マダム！マダム！」と呼ばれ、仲良く楽しく廻れました。カワサン滝では、イ
カダにうつ伏せになってすごい水圧のシャワーを浴び、息をするのもやっ
とで必死の思いでした。七日目はパラセーリングに挑戦、前からやってみ
たかったので、思い切ってチャレンジしました。常夏の国セブリゾートを満
喫する事が出来、ガイドさんのシャローンさん、ミキちゃん、運転手さん、
メイドさん、ありがとうございました。

気軽に楽しめる大満足のセブ旅行

何より美味しいマンゴ、自分で手に取り自由に選び最高！ カオハガン
島に行く途中、イルカの群れや、飛び魚に遭遇し、とてもラッキーでした

常夏の国セブリゾートを満喫！ ナルスアンに行きランチ、
初めてのシュノーケリングを体験し、夢の様でした

楽しかったセブ島 何度でも行きたくなるセブ

「活気ある若者の国セブ島」
中央アルプスは、すっかり雪姿。
冬 の 楽 し み で あ る 漬 物 も 終
え、この寒さの中から南国への
脱出。心の中には台風３０号の
事が気になっていましたが、「と
にかく行く事が大事」との会話
の中で実行しました。いつもと
変わりない活気ある若者の国セ
ブの姿、車窓から見かける道路拡
張・整備の工事車両、１０年前
は、見かけませんでした。２年
後 位 はステキ に なっています
よ。今回は、ゆっくりゴルフ、ショ

ッピング、マッサージといろんなスタイルで、私は１日コーラルポイントリ
ゾートで海を眺めながらリラックスです。ゲストが私達だけの日があり、私
達の提案でメイドさん達とのお茶会、歌ったり、ゲームしたり、名前も覚え
ました。朝５時４５分頃、太陽が波のない静かな地平線から大きくゆっく
り顔出します。深呼吸、そして毎朝太陽を迎え、拝み、又来年の夢を描き、
静かな時間の流れに感謝の時間でした。カオハガン島では昔なつかしい
♪花いちもんめ♪の日本語の歌が林の中から聞こえてきました。見ると小
学生です。一緒に輪の中に入れていただき、信じられない心に残る本当に
楽しい時間でした。心も体もリフレッシュさせていただきました。お世話に
なりました。可愛いメイドさん、頑張っていて下さるスタッフの皆さん本当に
ありがとうございます。又、お逢いしたいです。

初体験のゴルフも堪能！ カワサン滝では、イカダにうつ伏せになってす
ごい水圧のシャワーを浴び、息をするのもやっとで必死の思いでした

今回は１０月２９日から１１月
５日までの７泊８日の旅でした。
１１月４日に台風２９号が来て
雷、強風と雨に夕食時襲われまし
た。幸いコーラルポイントリゾート
の施設は頑丈な建物で、立木が倒
れガラスが一部壊れた程度でし
た。また、９月のボホール島での
地震の影響で島に行く事が出来ず、
楽しみにしていたロボク川での船
上バイキングが出来ず大変残念で
した。その代わりオプションツア
ーで行ったカオハガン島では楽
しい１日を過ごすことができ満足
でした。コーラルポイントリゾー
ト出発からマクタン島の港、それ
から島まで１時間半で着きました。島は人口約６００名、東京ドームの１個分
（５万平方メートル）本当に小さな島でしたが、島民との交流、世界的に有名
な“カオハガンキルト”制作現場の見学、購入。またサンゴ礁保護区（３６万平
方メートル）でのシュノーケリング、獲れ立ての魚介類を注文しての昼食と、
盛りだくさんの内容でした。丁度前日、島民の方の赤ちゃんが誕生したとの
事、自宅で面会できました。島は掃除も行き届きゴミ一つ落ちていない美しい
村でした。ツアー代金は４,５００ペソでしたが、大満足でコーラルポイント
リゾートに帰りました。そして、バディアンゴルフリゾートでの２日間のゴルフ
は夕日を浴びてのプレイとなり、初心者の私もキャディーさん付で気兼ねなく
楽しむ事ができました。帰国３日後のフィリピンを襲った台風３０号「ハイエ
ン」で甚大な被害にあわれたフィリピンですが、セブにはレイテから働きに来
ている人々も沢山いると聞きました。今後も機会があれば、セブに行く事でフ
ィリピンの人々の少しでも役に立ちたいと思います。今回もお世話になりまし
た。ガイドさん、ドライバーさん、メイドさん本当に有難うございました。

気軽に楽しめる大満足のセブ旅行“カオハガンキルト”に感動！
バディアンゴルフリゾートでのゴルフも気兼ねなく楽しむ事ができました

心も体もリフレッシュさせていただきました！ 楽しい時間は、この
笑顔の中にあります。セブも元気、私達も元気、皆さん幸せです。

カオハガン島では楽しい１日を過ごしました！ 現地日本人
スタッフ小倉さんの説明を聞き、自然の素晴らしさ倍増です

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴６年　三室さん

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴７年６ヵ月　赤羽さん

出発日１０月２９日（７泊８日）
会員歴６年　三室さん

出発日１２月５日（５泊６日）
会員歴１４年１０ヵ月　池上さん
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今回のセブ島は、会員さんの結
婚式に参列の為、雪国から常夏
のセブへ出発。そよそよと涼し
い風の吹く中、美しい青い空、
広い海を眺めながらの挙式。と
っても素 晴らしく、感 動しまし
た。２年前、我が家の娘の結婚式
もＪＷＢホテルで挙げたのです
が、それが本当に良くて、お勧
めしていました。今回はゲスト
という立場での参加で、気楽な
旅でした。海外での挙式は、堅苦

しい事はなく、オープンで、真底楽しめるものでした。若いお二人、御両親様
にとっても、楽しかった事でしょう。これから挙式を考えていらっしゃる方
に、ぜひお勧めです。７日間の滞在中、４回もマッサージに通いました。
足マッサージの時は、あまりにも気持ち良くて、必ず眠ってしまいます。遊
び疲れていて、昼寝が目的！？なんて時もありましたが、安くてボリューム満
点のマッサージでした。あとは、デパートでの買い物や、パラセーリング、
ハロハロも食べたし、フィリピン料理、中華、イタリアン、韓国料理、日本
食、全て制覇しました。ビールも美味しくて大満足でした。メイドさんの
作ってくれる朝食も素晴らしく大満足でした。まるでお姫様になったか
のような錯覚に落ち入り、本当に楽しい１週間でした。ありがとうござい
ました。感謝です。

会員さんの結婚式に参列、ＪＷＢホテルはお勧めです！
若いお二人、御両親様にとっても、楽しかった事でしょう

ＪＷＢホテルでの結婚式とても良かったです。花嫁さん、新郎さん、ご両親
素敵でした！ パーティーでは皆でダンスをして盛り上がり楽しかったです

急遽行ける事になったセブ島。
私にとって、新婚旅行以来の海
外でした。妻と娘の３人で４泊
５日をのんびり、優雅に過ごして
来ました。そして私たちを待って
いたのは、青く透き通るような
キレイな海。あまりの美しさに
その場に立ちつくしてしまいま
した。宿泊施設のコーラルポイ
ントリゾートもまさにリゾートと
いう感じで、日常を離れ 、気の
向くままに過ごさせて頂きまし
た。娘がダイビングをしている間
に、私と妻はギター工場へ。楽器好きの妻は大喜びであれこれ手に取って
嬉しそうにしていました。その中でもお気に入りを１つ購入し、大満足
のようでした。更に、何と言っても最高だったのがスパでした。日本では体
験した事もありませんでしたが、物価の安いセブでは、お手頃な価格で長
時間の全身スパを受けられました。日を改めてもう一度行ったのは言うま
でもありません。今回の旅で、良かった点は現地のガイドさんが付き添っ
てくれた事で、地元の人だから分かる事を教えてくれたり、こちらの希望を
伝えれば、お店や施設の予約を取ってくれたりと無駄なタイムロスが無く
満喫できた事です。慣れない地で不安なく過ごせたのは親切で明るい現
地スタッフの皆さんのお陰です。本当にありがとうございました。またの機
会があればよろしくお願いします。

「セブ島」楽しい有意義な旅

三度目のセブ島、マッサージ、食事に大満足！ まるでお姫様に
なったかのような錯覚に落ち入り、本当に楽しい１週間でした

初めてのセブ、ギター工場ではお気に入りを１つ購入！ 楽器好
きの妻は大喜びであれこれ手に取って嬉しそうにしていました

初めてのセブ 三度目のセブ島

初めてのセブ旅行
紹介者の本多さんから「セブに
行かない？」と誘われて、すぐＯ
Ｋの返事を出しました。セブ・マ
クタン空港に着き、スタッフさん
達に迎えられてホッとしました。
車で宿泊地のコーラルポイント
リゾートに着き、大勢のメイドさ
ん達に迎えられて、部屋に入る
と目の前にきれいな海が広がっ
ていて感 激しました 。次の日パ

ラセーリングを体験しました。初めてで「大丈夫かな」とドキドキしながら乗
りました。心配したのが嘘のように高い所から見る景色、地平線眼下に広
がる青い海と、ほど良い風にまるで鳥になったようで気分爽快でした。Ｊ
ＷＢホテルでの結婚式とても良かったです。花嫁さん、新郎さん、ご両親
素敵でした。最後の夜にパーティーで生バンドとメイドさん達のダンス、
とても上手くってビックリです。賑やかにメイドさんも運転手さんも皆でダ
ンスをして盛り上がり楽しかったです。身も心も癒されて元気を一杯頂い
て参りました。ワールドビッグフォーの皆さん、ガイドさん、運転手さん、
メイドさん色々お世話になりました。ありがとうございました。

妻と娘の３人で４泊５日をのんびり、優雅に過ごして来ました！ 何と言っ
ても最高だったのがスパ、またの機会があればよろしくお願いします。

１月下旬、訪問経験をもつ義弟夫婦
に誘われて、私ども夫婦と４人で
「セブ島」を訪れました。５時間ほど
のフライトを経て「コーラルポイント
リゾート」に到着直後にいただいた
マンゴジュースは大変美味しく、こ
の美味しさはセブ滞在中毎日堪能
しました。最初に特筆しておかなけ
ればならないことは、７日間に亘る
滞在中、メイドのジンキさんたちの
実に細かな心配りと献身的な介助を
いただいたこと、ガイドさんとドライ
バーのナルドさんのフレンドリーな
対応で、毎日を楽しく過ごすことがで
きたことにも心から感謝します。さ
て、私どもにとってセブ訪問は本当
に素晴らしいものでした。台風余波
の低気圧の停滞の為「南国の輝く太陽と青く澄み渡った海」には恵まれませんでした
が、訪れたいくつかの島々で接してくれた人々が、決して裕福とは見えませんでした
が、島民全体で大勢の子供たちを包み込むように仲良く生き活きとした生活をしてい
たことが印象深く、雨水を貯めての水で生活することなどはごく自然に感じられ、エン
ジン発電機の稼動は夕方から朝までに限っているために電気の照明がない教室で元
気に勉強していた子供たちの笑顔などに接して、なんとも言い得ぬ感銘を受けまし
た。バディアンゴルフリゾートで「ゴルフ」にも興じました。素人揃いの私たちにキャデ
ィーさんたちの奮闘ぶりも印象的でしたが、夕食のときの「俄かコンサート」には本当
に感激しました。シェフの仲間３人がギターアンサンブルをしてくれたのですが、演
奏しながら３重唱を歌うそのハーモニーの美しさは実に見事で、男声合唱をしている
私にも感動的であり、妻も「涙が流れてしまう」と大感激で、今回の旅の一番素晴らし
い夜となりました。心の底に浸みわたるようなハーモニーが一転してハイテンポな曲
に変わるとメイドさんやドライバーのナルド氏も交えて踊りだし、賑やかなパーティー
になりました。無論演奏してくれた彼らと一緒にビールを飲んで騒いだのは当然のなり
ゆきでした。結びに、楽しい有意義な旅を経験させていただいたこと、関係者各位に心
よりお礼申し上げます。

バディアンゴルフリゾートで「ゴルフ」を堪能、「俄かコンサート」には
本当に感激しました！ 今回の旅の一番素晴らしい夜となりました

初めてのセブ旅行、身も心も癒されて元気を一杯頂いて参りました！
パラセーリング体験では、まるで鳥になったようで気分爽快でした

セブ訪問は本当に素晴らしいものでした！ 楽しい有意義な旅を
経験させていただいたこと、関係者各位に心よりお礼申し上げます

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴１年３ヵ月　伊東さん

出発日１月２４日（６泊７日）
会員歴３年１０ヵ月　野崎さん

出発日１月３日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　大脇さん

出発日１月２４日（４泊５日）
会員歴２年　塚田さん
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今回、お話をいただき初めてセ
ブ島へ参加してきました。私は
８２歳と高齢で、おまけに昨年
暮れから左足膝が痛くなり「旅
行は大丈夫かな？」と思いまし
たが、なんとか杖をついてセブ・
マクタン空港へ。到着した時は
すっかり夜 に なって い ました
が、ガイドのシャローンさんと
ドライバーさんが優しく出迎え
てくれ、早速コーラルポイント
リゾートに向かいました。メイ

ドさん達がにこやかにウェルカムドリンクのマンゴジュースを出してくれ
て、とても美味しかったです。次の日は車で片道４時間と長い道のりでし
たが、バディアンゴルフリゾートまで行き、青い海と美味しいフィリピン
料理を食べました。車でのドライブは現地の人達の様子や景色も見る事が
できとても勉強になった。次の日は、エステも挑戦してみた。市街もドライ
ブできてよかった。あいにく台風がきていたので、行った日から帰りの日
まで太陽をおがむ事ができず残念でした。でも不思議と痛かった左足もい
くらか和らんだので驚きました。心身共にリフレッシュできました。一緒に同
行し、こんなおじいさんを楽しませ助けてくれた、美人マダムさん方には
心から感謝致します。そして、又セブ島に来たいです。ワールドビッグフォー万
歳！ありがとうございました。

エステも挑戦、心身共にリフレッシュできました！ 不思
議と痛かった左足もいくらか和らんだので驚きました

今回の旅行メイン、ジンベエザメ餌付けの海へ！ 周りを見るとジン
ベエザメが現れて来て、海に潜り初めての大迫力を味わいました

夫
今回初めてセブ島に行き、驚き
の連続でした。セブ島に着いて
コーラルポイントリゾートまで
の道のり、町は汚く道路の整備
もいい加減。最初は自分のイメ
ージしていたセブ島とは１８０
度違うものでした。ですがセブ
の町を見て行く度に、中々日本
では経験できない、見えない町
並みに感動していきました。ま
た小さな子供達にも良い経験
になったと思います。コーラル
ポイントリゾートは想像を遥か
に超える素晴らしいものでした。メイドさんも素晴らしく良い人ばかりで、
大満足の旅行でした。
　　
妻
子供達３人を連れてのセブ島。出発する前は不安もありましたが、現地に
着いて大はしゃぎする様子をみて「来て良かったなぁ」と思いました。朝か
らプールに入り、船で島にも行き、母と初のパラセーリングも体験しまし
た。スタッフの人も良い人ばかりで、子供達も懐いてしまい、たくさん遊ん
で頂きました。とても楽しい５日間でした。
　　
お子さま（７歳）
セブとうのうみは、とてもきれいでした。またいきたいです。かいがらひ
ろいが、たのしかったです。まい日なつだからいいなぁ・・・。

セブで感動的な出会い！！

初めてのセブ、美人マダムさん方には心から感謝！ 又セブ島に
来たいです。ワールドビッグフォー万歳！ありがとうございました

なみがなくてきれいでした。うみで、かいがらを
ひろってきました。ふねがたのしかったです。

セブ島旅行 初めてのセブ

２度目のセブへ
６泊７日２度目のセブへ行って
来ました。セブ・マクタン空港に
着き外に出ると、台風の影響か
涼しさを感じながらコーラルポ
イントリゾートへ直行、施設内で
夕食を済ませました。次の日、風
も強く曇りがちで波も荒く当初
の予定を変更し、最初にＪＷＢ
ホテルに立ち寄り見学をさせて
いただきました。その後、道教寺
院へ行き、フルーツ市場、スー
パー等で買物、その日最後に全
身マッサージで疲れを取りまし
た。３日目も曇りで射撃の体験を

したり、ショッピングを楽しんだりしました。又昼食時には、色々な店があり
日本料理店で食事をしました。４日目、午前３時にコーラルポイントリゾ
ートを出発し、今回の旅行メインのオスロブでジンベエザメ餌付けの海に
行きました。小船で沖に向かいジンベエザメは早朝に来ると言う事でし
た。周りを見るとジンベエザメが現れて来て、海に潜り初めての大迫力を
味わいました。そしてバディアンゴルフリゾートに寄り、昼食にセブ料理
を食べ満足しました。５日目セブ市内を見学しながらショッピング、又初
体験の闘鶏を見学、人の多いのに驚きました。最終日の前日は初めての晴
天の日となり、島巡りをし、バーベキューをして有意義な一時と久々の海
に感動しました。夕食は市内レストランでバイキング料理を食べワインを
いただき感謝申し上げます。楽しい７日間を過ごす事が出来ました。本当
に有難うございました。お世話様でした。

セブとうのうみは、とてもきれいでした。またいきたいです。かいが
らひろいが、たのしかったです。まい日なつだからいいなぁ・・・。

まだ先々の事と思っていたセブ島
になぜ私が？自分でも夢のようで
した。当初６名の予定でしたが、諸
事情により片山さんと二人だけの
旅！！日本を出発して４時間余りで
セブ・マクタン空港へ。もちろん私は
初めてのセブ島、でも会報やＤＶ
Ｄである程度はインプット！！綿密
なスケジュールは私達を迎えてく
れたお天気により急遽変更、ガイド
さんもめずらしいと言う位雨が続
きました。島巡りもマリンスポーツ
も断念、しかし日頃の疲れを癒して
くれるかの様なゆったりした時間を与えてもらった気がします。市内見物～エス
テ～ショッピング等、全て運転手さん・ガイドさん同行なので安全安心でした。
（セブの運転手さんのハンドルさばきは金メダル級ですよ！）滞在３日目に長野
から来た６名のグループと知り合いました。中でもセブへ来る為に初めてパスポ
ートを取得したという９４歳のスーパーレディーには、若さの秘訣を教えて頂
き、また誕生日が同じと知り再度ビックリ！！これも“ワールドビッグフォー”の会
員になったおかげと勝手に思いつつ、人との出会いに感謝しています。この旅で
お世話になりました現地スタッフの皆様、お誘い下さった片山さんには、おんぶ
にダッコに肩ぐるま状態で面倒をみて頂き本当にありがとうございました。今度
は、ゴルフ大好きな主人と一緒にバディアンゴルフリゾートへ行きたいと思いま
す。その時は“セブ晴れ”を期待して！！

ＪＷＢホテルを見学！今度は、ゴルフ大好きな主人と
一緒にバディアンゴルフリゾートへ行きたいと思います

６泊７日２度目のセブへ行って来ました！ 施設見学や島巡り、
市内観光にショッピング等、有意義な一時、感動を楽しみました

夢のセブで感動的な出会いに感謝！！ ９４歳のスーパーレディーには、
若さの秘訣を教えて頂き、また誕生日が同じと知り再度ビックリ！！ 

出発日１月１０日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　小林さん

出発日１月１５日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　柳澤さん

出発日１月４日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　鈴木さんファミリー

出発日１月１７日（６泊７日）
会員歴３年８ヵ月　武田さん


