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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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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12月号

ナメカタ エイジ

＜編集後記＞
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！今年12月19日、名古屋（中部）と大阪（関西）-セブの
新規就航に伴い、今年も例年以上に人気の日本～セブ間の直行便。セブ島の魅力は、アジアの雰囲気とスペイ
ン統治時代の面影を残す建造物、そしてなんといっても常夏の海を味わう多彩なマリンアクティビティー。日常
から離れて過ごす、のんびりとした究極のリゾートステイを是非、ご計画下さい。また、年末年始の空港内は大
変混雑が予想されます。ご出発の際は、余裕を持ってご搭乗される事をお勧め致します。詳細等、ご不明な点が
ございましたら、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。尚、誠に勝手ではございますが、１２月３
０日（火）から翌年１月４日（日）までの間、冬期休暇とさせて頂きます。年始は１月５日（月）より通常営業致し
ます。                                                                                                                                                      編集担当　齊藤充彦

（注）帰国日が12月23日、1月3日・4日・12日、2月11日、及び、日曜帰国PR436便
　　（セブ発13:00～）利用の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
①上記料金は平成26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

ごあいさつ
南国の豊富な自然環境に心も弾む、セブは元気溢れる安らぎの島。

眩しい程の景観と心通う持て成しをワールドビッグフォー究極のリゾートで！
早いもので今年もクリスマスシーズンを迎えました。フィリピンのクリスマスは、世界で

最も長期間行われる最大なるイベント！全国民で祝う活気に満ちた街並みは、色彩も豊かに
一味違うセブを思う存分にご堪能頂けます。平素より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿
誠にありがとうございます。今年最終発刊となります会報１２月号も、笑顔溢れる大変素晴ら
しい内容となりました。これも偏に会員皆様のご支援、ご協力の賜と幸甚に存じております。
会員様お一人おひとりに、幸多き新年を迎えられますことを心より祈念致しますと共に

来年も皆様の相変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
新しい発見の数々に人生観も変わる魅力溢れるセブ究極のリゾートへ！

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。
会　長　行方　栄治



1 2

セブ島旅行、私には初めての海
外でした。パスポート、成田空
港、機内食も初めてです。早い
時間に成田空港に着いたので、
見学したり、食事したりして過ご
しました。朝から雨が降ってい
ました が 成 田 を 出 発してから
は、間もなく晴れ一色でした。セ
ブ・マクタン空港に着いた時に
は西陽が弱くなって来た頃でし
た。通訳のミキさんとドライバ
ーのフランシスさんが迎えに来

てくれていました。そしてコーラルポイントリゾートへ案内してくれて、メ
イドさん達皆さんが笑顔で迎えてくれて嬉しかったです。滞在中毎日マン
ゴジュースを作ってくれたのです。「おいしかった！」の一言です。買物に行
ったり、公園を散歩したり、足だけのエステも楽しみ、フィリピン料理も食
べました。船で島を見ながら降りたのはナルスアンでした。昼食のバーベ
キューもおいしかったです。海に入って泳いでいる魚を間近で見る事も出
来ました。帰国前夜は生演奏、メイドさん達の踊りに大変な御馳走を作っ
てくれました。ありがとうございました。今回は２度３度とセブ島へ来た
事のある人達と一緒でしたので、安心して来る事が出来ました。荷物を持
ってくれたり、洗濯物も毎日してくれて、お世話になりました。皆さんの優
しさで本当に楽しい旅になりました。

メイドさん達皆さんが笑顔で迎えてくれて、滞在中毎日マンゴ
ジュースを作ってくれたのです。「おいしかった！」の一言です

妹と二人のセブ旅行！ 日本語のわかるガイドさんが親切に
して下さったので、最後の夜まで楽しめました。感謝！！感謝！！

待ちに待っていたセブの旅！６
月７日から４泊５日間、友達５
名で 成田を１４時２５分に発
ち、およそ４時間２０分のフラ
イトを楽しみ、夢に見たセブ・マ
クタン空港に到着。既に夕方６時
半位でした。ドライバーさんと
ガイドさんが迎えに来てくれ、
だいぶ暗くなってしまい、コー
ラルポイントリゾートまで２０
分位との事、着いたらメイドさ
んが出迎えてくれマンゴジュー
スを出して下さいました。とて
も素晴らしい部屋を案内され、
明日の予定をガイドさんと話を
し、ショッピングと足つぼマッサージの店をお願い致しました。９時半に迎
えに来るとの事、楽しみにしていた、ショッピング＆足つぼとシューマート・
ショッピングセンターに入りバイキングの店で食事。ドライバーさん、ガイ
ドさんも一緒にデザートのハロハロを頂き、食べた事のない味で美味しか
ったです。足つぼマッサージも気持ち良かったです。次の日はナルスアン島
でバーベキュー、舟で１時間、綺麗な海に入り魚と遊び、木陰でバーベキ
ューを、帰りにマクタン公園で土産を色々と…。コーラルポイントリゾート
に戻り、夜はパーティーを、生バンドとメイドさんのダンスと８時まで楽し
みました。明日は帰る日なので荷造りしました。４時半に起き仕度をし、朝
早くなのにモーニングコーヒーを入れてもらい、フルーツも用意して下さ
り、ガイドのミキちゃん、ドライバーのフランシスさんに空港まで送って頂
き、本当にありがとうございました。楽しい思い出が作れました事、ワール
ドビッグフォーの皆様に感謝しております。またセブに行きたいと思いま
した。また会う日まで。

初めてのセブ旅行

私には初めての海外。パスポート、成田空港、機内食、そして、フィ
リピン料理も初めて！皆さんの優しさで本当に楽しい旅になりました

夢にまで見たセブ島！ 友達５名、楽しい思い出が作れま
した事、ワールドビッグフォーの皆様に感謝しております

夢にまで見たセブ島 海外初セブ島旅行

妹と二人のセブ旅行
６月２０日、妹と２人で成田を
出発、夕方遅くの到着にもかかわ
らず大勢のスタッフの方が迎えて
くれました。２日目、市内観光と
ショッピング、初めてのエステで
顔のマッサージ、綺麗になった
と云われ、チョット気 分 の 良 い
１日でした。３日目、ボホール
島でのチョコレートヒルやメガ
ネ猿ターシャの長いしっぽと大
きな目の可愛かった事。ロボク
川クルーズでのランチでは、生
演奏も日本の歌もあり楽しかっ
たです。夜はフィリピン料理、バ

ナナの葉っぱに乗せて食べるご飯やヤシの実ジュース、マンゴもおいし
かったなぁ・・・。４日目、エメラルド色の海を船で渡り、島でのバーベキ
ュー、色々の食材もおいしかったけど、渇いた喉には生ビールのおいしか
った事♪浜辺を歩き、貝を拾った事も楽しい思い出です。夕方夜景を見
に行った時、美しい虹が私達を迎えてくれました。暗くなるのを待って見
た夜景も素晴らしかったです。その後、ホテルでのバイキング。まずはワイ
ンで乾杯、色々な国の料理を何回もおかわりして、おいしくいただきまし
た。日本語のわかるガイドさんが親切にして下さったので、最後の夜まで
楽しめました。５日目、早朝の出発にもかかわらず、皆様が見送って下さ
り、お昼過ぎ、無事成田に着きました。妹と２人きりのセブ旅行で不安も
ありましたが、ガイドさん、ドライバーさん、そしてメイドさん達のお陰で
楽しいものになりました。ありがとうございました。感謝！！感謝！！

ショッピング、足つぼ、市内観光、セブ島を楽しみました♪ガイドの
ミキちゃん、ドライバーのフランシスさん、本当にありがとうございました

初めてのセブ旅行、３年前の３
月１３日に出発する予定が、あ
の東日本大震災のため道路が
通行止めとなり、成田空港へ行
け ず、中止となってしまいまし
た。３年が過ぎ、６月７日に出
発する事が出来ました。１４時
２５分に成田を出発して、１８
時２０分頃セブ・マクタン空港
に着き、ガイドのミキさんが迎
えに来て下さりホッとしました。
コ ー ラ ル ポ イントリゾ ートに
着き、メイドさん達が出迎えて
下さり、部屋を案内され 、次の
朝カーテンを開けると、太陽が真っ赤に昇り、思わず感動しました。朝食に
はマンゴジュース、マンゴとバナナのフルーツもとても美味しく頂きまし
た。９時３０分ミキさんの案内でショッピングに連れて行って下さり、昼食
はフィリピン料理を美味しく食べ、帰りにマッサージをして頂き、最高でし
た。３日目は船に乗り、眺める景色は最高でした。１時間でナルスアンに
着き、海に入るといろいろな魚が寄って来て楽しかったです。昼食はバー
ベキューをいただき最高。４日目は、カジノ見学。ワールドビッグフォーの
事務所も見せて頂き、昼食は日本料理と云う事で、お寿司を食べる事が出
来、又夜は生バンドが入り、歌と踊りで楽しいひとときを過ごす事が出来、
最高のおもてなしをありがとうございました。帰る朝６時３０分にミキさ
ん、メイドさん達が送って下さりありがとうございました。感謝でいっぱい
です。

初めてのセブ旅行！ 楽しいひとときを過ごす事が出来、最高
のおもてなしをありがとうございました。感謝でいっぱいです

バナナの葉っぱに乗せて食べるご飯やヤシの実ジュース、色々の食
材もおいしかったけど、渇いた喉には、生ビールのおいしかった事♪

朝カーテンを開けると、太陽が真っ赤に昇り、思わず感動！ 朝食には
マンゴジュース、マンゴとバナナのフルーツもとても美味しく、最高でした！

出発日６月７日（４泊５日）
会員歴４年　吉川さん

出発日６月７日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　川又さん

出発日６月７日（４泊５日）
会員歴８年１ヵ月　尾野さん

出発日６月２０日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　山田さん
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今回は、娘と孫２人、４人での
旅行でした。ガイドさんに「昨日
までは台風で大雨でした！」と
聞き、私は何て運がいいのだろ
うと思いました。数年前までは
雨女と言われるくらいどこに行
っても必ず雨がふりました。今
では旅行は必ず晴れます。翌日
は朝食後に市内観光、フィリピ
ンの歴史を細かく説明して頂き
ました。アヤラデパートでショッ
ピング、子供達は大喜び、お友
達のお土産や自分のと、長い時

間かけて選んでいました。次の日は波がありましたが、近隣の島でバーベ
キュー、貝も少し拾いました。帰ってきてスペシャルビラの前のプールで
泳いで夜のラプラプ公園でショッピング、夜景がとても美しかったです。シ
ューマートでショッピングもしました。プールで泳ぐ子供達を見ながら、私と
娘はおしゃべりして、日頃の疲れもどこ吹く風、ゆったり、リラックスできま
した。最後はボホール島。美味しいランチを食べながらのクルージング、
原住民のショーを見て、昨年の地震でチョコレートヒルや世界的に有名
な教会も崩れたままの所もあり、復興が進まない、ターシャも被災を受け
ていました。あっと言う間の５日間でしたが、ガイドさん、メイドさん、ドラ
イバーさん、娘孫３世代でお世話になりました。感謝します。又来ます！ありが
とうございました。

観光やショッピングに大喜びし、プールで泳ぐ子供達を見な
がら、日頃の疲れもどこ吹く風、ゆったり、リラックスできました

蒼い海に小船が行き交い、心地良い風が木々を揺らす♪
リビングからの眺めに感激！ 癒された至福の５日間でした！

平成２３年から毎年セブに旅
行 するの が 楽しみ に なりまし
た。一番の楽しみは、名前を覚
えているメイドさんに再び会え
ることです。今回が４度目なの
で、コーラルポイントリゾートA
棟４階に泊まりたいとわがまま
を伝えましたら、運良く望みが
叶いました。フロアーを一人で
使う贅沢や、到着時には遅くな
っても必ずメイドさんが出迎え
てくれるのは、ワールドビッグフ
ォーでしか体験できない、まさに大富豪の生活を、味わった気分です。スタ
ッフに感謝致します。到着した日に、まず２時間のマッサージを受けまし
た。２時間は長いのではないかと思いましたが、受けてみると心地よい
時間で、その後もう１回マッサージを受けました。翌日は、理容店で髪をカ
ットし、初めて染めてみました。格安できれいに仕上げていただけました。
そして、射撃やカジノ、パンダノン島での海水浴、バディアンゴルフリゾー
トでのゴルフを楽しみました。今回の目玉であるジンベエザメを船上から
見ることも出来ましたが、次の機会にはもっと泳ぎを磨き、水中から観察で
きるようにしたいと思います。ガイドのシャローン、ドライバーのフランシ
ス、メイドのアイザ、アンありがとうございました。

至れり尽くせりのセブ島旅行

今回は、娘と孫２人、４人での旅行でした！ あっと言う間の
５日間でしたが、娘孫３世代でお世話になりました。又来ます！

メイドさんの出迎えやフロアーを一人で使う贅沢等は、ワールドビッグ
フォーでしか体験できない、まさに大富豪の生活を、味わった気分です

４回目のセブ旅行 ただいま～コーラルポイント・ビラ一人じめです～

癒された至福の５日間
１ ８ 年 ぶりに 訪 れ た セブ 島 は

昔と変わらず、青く澄みきった

空、紺碧に広がる海、まさに癒し

の国。コーラルポイントリゾー

ト・スペシャルビラのお部屋は

圧巻。パンフレットで見る以上に

豪華で、リビングやベットルーム

の広さに驚愕。またそれ以上にリ

ビングからの眺めに感激。目の

前に広がる緑の芝生、どこまで

も続く蒼い海に小船が行き交い、心地良い風が木々を揺らす♪この景色

を見ているだけで心が洗われるようでした。子供達もビラのプールで泳い

だり、浜辺で貝殻やサンゴを拾ったりとおだやかな時間を過ごしていまし

た。観光ではボホール島へ渡り、ロボク川クルーズで生の歌を聞きながら

船上ランチをいただき、珍しい形状のチョコレートヒルを見学。子供達も

楽しみにしていた、めがね猿のターシャ。どれもこれもとても貴重な経験

をさせていただきました。ガイドさんをはじめ、スタッフの皆様の心から

のおもてなしに感謝し、またセブ島を訪れる日まで…。

４回目のセブ旅行！ 今回の目玉であるジンベエザメを船上から
見ることも出来ました！次は水中から観察できるようにしたいです

忙しい日本を飛び出して、初め
てのフィリピン・セブ島。名前を
聞いたことはありましたが、ま
さか行けるとは！無事、会社に
事前の休みを申請し、セブへ。
セブ島に着くとそこはもう別世
界！さっそく現地のガイドさんと
合流して夕食へＧＯ！フィリピ
ン料理のお店へ、ガイドブック
を手にして、ガイドさんに要望を
伝え、出て来た料理に大興奮、未
知の味に大満足でした。２日目
は、家族皆でマリンスポーツを
楽しみました。体験ダイビング
を初体験、色鮮やかな魚と人魚
になったかの様な自由な泳ぎが
出来ました。パラセーリングでは、アクション映画さながらの「ハラハラド
キドキ」、とってもスリリングな時間を過ごせました。３日目、またこちらも
初体験のスコールと出会いました。みるみるうちに道路に水が溜まってい
きましたが、それを物ともせずの島の人々。とても明るくフィリピンを象徴
していると感じました。今回、市内観光は、残念ながら車内から眺めさせて
もらいました。その午前中には、コーラルポイントリゾートから船で直接、白
いビーチに連れて行って頂き、はしゃいで、そしてお待ちかねのＢＢＱは現
地スタッフの方がイカ、えび、鶏肉、豚肉と色々焼いて下さり、青空の下で
食べさせて貰う食事はいつもの２倍も３倍もおいしかったです。４日目は、
カワサンの滝を見に行く事ができました。水 圧 が 凄く、又 水も冷 たく、心
地良く涼をとる事ができました。４泊５日は、あっという間に過ぎてし
まいました。現地スタッフ・ワールドビッグフォーの皆さん、感謝いた
します。

あっという間の４泊５日、至れり尽くせりのセブ島旅行！
ワールドビッグフォーの皆さん、感謝いたします

子供達もチョコレートヒル、ターシャの見学、ビラのプールで泳ぎ、
浜辺で貝殻やサンゴを拾ったり、どれもこれもとても貴重な経験でした

家族皆でマリンスポーツ！ 初体験のダイビング、そしてパラセ
ーリング、アクション映画さながらの「ハラハラドキドキ」でした

出発日８月２６日（４泊５日）
会員歴３年４ヵ月　大熊さん

出発日７月２８日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　髙橋さん

出発日７月５日（６泊７日）
会員歴８年　根岸さん

出発日７月２８日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　湯澤さん
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初めてのセブ島旅行、妻と娘、
妹と４人で行って来ました。季
節は雨期ということで雨を心配
しましたが、一度も降られるこ
となく南 国 の 旅 を 満 喫しまし
た。宿泊施設のコーラルポイン
トリゾートでは、初日の宿泊は
１階、２日目以降は４階でした
が、いずれも豪華で広々とした
寝室が４部屋もあるもので、メ
イドさん３名によるサービスを
受けながら、これまで経験した
ことのない心地よさで過ごす事

が出来ました。１階では海と庭園の草木、４階では遮るもの一切なく海の
色が豊かに変化する様を、ベランダから飽きる事なく眺め続けました。ア
クティビティーとしては市内観光、アイランドホッピング、パラセーリン
グ、射撃を体験しました。市内観光では通訳兼ガイドさんと運転手さん付
きで安全、快適に色々な所を見て回りました。案内して頂いたフィリピン
料理店のどれもがとてもおいしくて驚きました。アイランドホッピングは
美しい海の心地良い風を受けながらのセーリング、白浜、そしてワールドビ
ッグフォーのスタッフによるバーベキューランチが印象に残りました。パラ
セーリングでは、少しのスリルと上空からの眺めの素晴らしさ、心地よい風
を体験できて最高でした。射撃は発砲時の反動が今も手に残っています。
素晴らしい体験をさせて頂き厚く御礼を申し上げます。

市内観光では、通訳兼ガイドさんと運転手さん付きで安全！
又、フィリピン料理店のどれもがとてもおいしくて驚きました

マリンスポーツに市内観光、エステetc…を６日間でびっし
り詰め込んで、本当に夢見たいなひとときを過ごせました

せぶとうに行ってきました　は
じめてながくひこうきにのりま
した♪うみもきれいで貝がらを
いっぱいひろってきました。朝
から車がいっぱいでせぶとうの
人は、はやおきだなとおもいまし
た。ふねにのってめがねざるを見
ました。とても小さくて目がまる
くてかわいかったです。また行
きたいです♪
お子様　８さい

せぶとうにいってきました。たくさんふねにのりました。しまにいってうみ
にはいりました。
うみのみずはしょっぱかったです。おおきなふねでめがねざるをみてき
ました！めがねざるはちいさくてかわいかったです。もういっかいいきたい
です！
お子様　６さい

初めてのセブ島

豪華で広々とした寝室と遮るもの一切ない眺めは、飽きる事
がなく、経験したことのない心地よさで過ごす事が出来ました

おおきなふねでめがねざるをみてきました！ めがねざるは
ちいさくてかわいかったです。もういっかいいきたいです！

はじめての海外旅行 初めてのセブ島

初セブ島（雨期でも快晴　 ）
出 発 前 は 雨 期ということもあ
り、天気予報は荒れ模様と心配
していたのが嘘のように快晴で
始まったセブ旅行。今回は初セ
ブ島ということで、マリンスポー
ツに市内観光、エステe t c…を６
日間でびっしり詰め込みました！
まず驚きだったのが食事のおい
しさ！フィリピンＢＢＱはとにか
くハズレがなく、１人５００円
～１０００円で充実の食事を

堪能することが出来ました。また朝から夜までマンゴづくしで、お土産用
にも日本とは比較にならない低価格で購入しました。マリンスポーツでは
パラセーリングが最高でした！早朝で風も弱く、本当に夢見たいなひととき
を過ごせました。エステは６日間のうち３回とも違う店を訪れ、心身共にリ
フレッシュ！する事ができました。最後にワールドビッグフォーのスタッフの
方々やガイドさん、メイドさん達の優しさや気遣いが初めてセブ島を訪れ
た私達の不安や心配を癒してくれたと思います。「来年も来ようね！」と自然
に出た言葉が何よりもこの旅の楽しさを物語っていたかなと思います。あ
りがとうございました。

はじめてながくひこうきにのりました♪うみもきれいで
貝がらをいっぱいひろってきました。また行きたいです♪

ワールドビッグフォーとご縁が出
来て、初めて夫婦でセブ島へ行
って来ました。ずっと行きたかっ
た念願のセブ島、本当に素敵づ
くしでした。特に印象に残った
のは、現地の方がとても陽気な
事。セブの方は本当に歌が大好
きみたいで、どこに行くにも誰
かが歌を口ずさんでいました。
その歌声を聞いているとこちら
まで 楽しい 気 持ち に なりまし
た 。そして、とってもきれ い な
海。２日目は海で遊んでＢＢＱを
しました。セブ島の海は本当に驚
くほどキレイで、海に入り、浅瀬の場所でも小さな魚をたくさん見る事が出
来ました。バーベキューも本当に美味しかったです。３日目はシーウォー
カーをしました。今回の旅行で一番楽しみにしていたマリンスポーツでし
た。想像以上に海の中では体が上手に動かなくてビックリしました。でも、
インストラクターの方が手を引っ張ってくれて安心して魚に餌をあげる事
が出来ました。２日目も３日目も、海がキレイだからこそ、感動が２倍にな
りました。その他にも、エステに行ったり、夜景のキレイなマルコポーロホ
テルの屋上でディナーを食べたり、ショッピングしたりと、充実した５日間
を過ごす事が出来ました。今まで海外旅行は何度か行きましたが、ここま
で至れり尽くせりな旅行は初めてでした。これもガイドさん、ドライバーさ
ん、メイドさん達が私達の旅行をサポートしてくださったお陰です。本当
に素敵な旅行をありがとうございました。

初めて夫婦でセブ島へ行って来ました！ 本当に素敵づくしで、
至れり尽くせりの充実した５日間を過ごす事が出来ました！

心身共にリフレッシュしました！ 「来年も来ようね！」と自然に出
た言葉が何よりもこの旅の楽しさを物語っていたかなと思います

セブの方は本当に歌が大好きで、とても陽気！ また、海は本当に驚く
ほどキレイで、感動が２倍！ バーベキューも本当に美味しかったです

出発日８月１４日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　中井さん

出発日８月１５日（５泊６日）
会員歴８年７ヵ月　岩田さん

出発日７月２８日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　湯澤さん

出発日８月１５日（５泊６日）
会員歴８年７ヵ月　岩田さん
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初めてのセブ島、成田空港を１
９：３０に出発、セブ島に２３：
３０分、定刻より少し遅れて到
着。空港にはガイドのシャロー
ンさんが出迎えてくれました。日
本語ペラペラでした。車で２０分
位走り、コーラルポイントリゾー
トに到着。ガードマン常駐でセ
キュリティーが確りしていまし
た。コーラルポイントリゾートの
玄関でメイドさんの出迎えがあ
り、荷物を持って部屋に案内し
てくれました。南国ムードの部
屋へメイドさんがジュース・コ
ーヒーを運んでくれました。美
味し かっ た で す！笑 顔 も 素 敵

で、朝から気分が良かった。２日目は、シュノーケリング。台風の後なので、
海中は少し濁っていて、少し残念。３日目は、ボホール島に、２時間フェリ
ーに乗って行きました。チョコレートヒル、メガネ猿、昼食は船でバイキ
ング。その後、ロボク川の観光へ、川の両側の景色はとても綺麗でした。
現地の踊りも見て満足。色々観光しました。去年の地震で、ボホール島内
の教会が崩れていたのが残念でしたが、景色は最高、癒されました。４日
目は、ワールドビッグフォーからのプレゼントで小島でのバイキング。コ
ーラルポイントリゾートの港に船が横付けされ、メイドさんとガイドさん
も一緒に乗り込み出航。現地の船（バンカーボート）で約１時間、とても綺
麗な海を見ながら島に到着すると、直ぐにメイドさんが料理の支度をし
てくれました。とても美味しい鶏肉、豚肉、エビ、そしてフルーツ、美味しか
った！あっという間の５日間、とても静かなリゾートで癒されました。また
絶対に来たいと思いました。メイドさんの優しさと、ガイドさんの優しさ
に感謝。有難うございました。

あっという間の５日間、小島でのバイキング、現地の踊り
やセブの景色に癒され、また絶対に来たいと思いました

後半はショッピング、特にエステやマッサージは格安で、大変
丁重な所が多く、ここぞとばかりに「美容旅行」を楽しみました

初めてのセブ旅行を決意し、３
時 間 遅 れてマクタン空 港 に 到
着、案内のリサさんを見つけた
ときは、本当に嬉しかったです。
人と車の往来の激しい中を、ド
ライバーさんの巧みな運転さば
きですり抜け、コーラルポイン
トリゾートへ向かいました。到
着が遅かったにも関わらず、メ
イドさん方にも気持ちよく出迎
えて頂き、快適な部屋でマッサ
ージ。長旅の疲れを癒しました。
ボホール島では、かわいいメガ
ネザルに出会い、珍しい形状のチョコレートヒルズやロボク川クルーズで船
上ランチ。女性達の歌や踊りには感動！良い思い出になりました。パンダノ
ン島では、隣で韓国人の観光客がマンゴに齧り付いているのを横目に、こ
ちらでは焼肉等いろいろなご馳走を頂きました。帰りには、デパートで買
い物をし、夜のオカマショーは美しい女性？達の歌と踊りに楽しい体験を
しました。最終日前日には、小雨模様の中、バディアンのカワサン滝を見学
し、夜には、セブの高級ホテル・マルコポーロホテルでの美味しい数々の
料理を頂きました。毎朝メイドさんに作って頂く朝食も大変に美味しく、楽
しみでもありました。最高のおもてなしに、感謝・感謝です。４泊５日は、
あっ！！という間の充実した日々でした。ガイドさん、メイドさん、運転手さ
ん、スタッフの方々本当にありがとうございました。

初めてのセブ

初めてのセブ島！ とても静かなリゾートで癒されました。笑顔
も素敵なメイドさんの優しさと、ガイドさんの優しさに感謝！

最終日前日には、カワサン滝を見学し、セブの高級ホテル・マル
コポーロホテルでの夕食。あっ！！という間の充実した日々でした

感動の旅セブ島 初めてのセブ島

リフレッシュセブ旅行
以前より興味を持っていたセブ
島への旅行。せっかくワールド
ビッグフォーの会員となっている
からには、いつかは行ってみた
いと思って い た 時 のことでし
た。同会員の伯母がセブへ渡航
するという予定を聞いて、私も
一緒に連れて行って貰えること
になりました。８月の終わりの
セブは、日本と似たような気温
でしたが、最初２日間以外の天
気はあまり良いものではありま
せんでした。でも、あまり気にせ

ずに、ショッピングやエステを楽しませて頂きました。特にエステやマッ
サージなどの美容系メニューに関しては、日本国内よりも格安で、大変丁重
なサービスをしてくださる所が多く、ここぞとばかりに「美容旅行」を楽し
ませて頂きました。セブ島に行く直前まで、心身ともにストレスフルな状
態の私で、旅行に対しても少し不安になる時もありましたが、行って帰っ
て来た頃には、行く前に、何に悩んでいたのかも解らなくなっていました。
それほど良い刺激になった旅行だったのは、やはり現地スタッフの皆さん
のお陰でした。特にガイドのミキちゃんやメイドさん達が頑張っている姿
は、とても私に勇気をくれました。本当にこの時期、このタイミングで行か
せて貰えたことに感謝しています。ありがとうございました。

快適な部屋でマッサージ、楽しい体験の数々。パンダノン島では、焼
肉等いろいろなご馳走を頂き、最高のおもてなしに、感謝・感謝です

初めてのセブ旅行は、急遽一緒

に 連 れて 行ってもらう事 に な

り、事務局の方には、お手数を

掛けてしまいました。お陰様で、

南国の海を満喫でき、すばらし

い旅ができました。コーラルポ

イントリゾートからセブ市内へ

と、何回も往復して頂き、透き通

る海の中を泳ぐ魚達と、ダイビ

ングやシーウォークで逢い。又、ショッピング、エステと３日間、休む事無く案

内して頂き、見て回りました。４日目は、台風１５号の雨が途中降り出し、

滝くぐりを中止し、バディアンゴルフリゾートにて、昼食を楽しんで来まし

た。最後の夕食は、豪華にロブスターを頂き、南国の夜を味わいました。コー

ラルポイントリゾートのスタッフの方々には、毎回車の所までの送り迎えを始

め、水着の洗濯までして頂き、セブ（セレブ）気分を味わいました。『再度来たい

わネ！！』２時間半の飛行機の遅れを、ジッと待ちセブを後にしました。楽しか

ったので、又、小山さん、連れて行って下さい。素敵なセブへ！！

初めてのセブ！ 透き通る海の中を泳ぐ魚達と、ダイビングやシ
ーウォークで逢い、南国の海を満喫！ すばらしい旅ができました

現地スタッフの皆さんのお陰で、勇気を頂き、とても良い刺激に
なった旅行でした！ 連れて行ってくれた伯母に感謝しています

ショッピング、エステと３日間のセブ（セレブ）気分を味わい
ました♪又、小山さん、連れて行って下さい。素敵なセブへ！！

出発日９月１０日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　阿部さん

出発日９月１９日（４泊５日）
会員歴３ヵ月　宮崎さん

出発日９月１４日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　柳澤さん

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴８年２ヵ月　小松さん
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会 員 に なり５ 年 以 上 に なりま
す。以前より池上さんからセブ
の素晴らしさは聞いていました
が、なかなかチャンスが無く過
ぎていました。今回は、本当に
簡単に決まってしまい主人も行
く事になりました。初めてのセ
ブの素晴らしかった事！本当に
夢の様なコーラルポイントリゾ
ート の 部 屋 、ヤ シ 等 、南 国 の
木々の茂るビーチ。少し寒かっ
たですが、プールにも入りまし
た。次はもっと練習して泳ぎま
す。５日間の旅でしたが、普通

の旅行と言えば慌しいスケジュールに動かされがちですが、のんびりとシ
ョッピングしたり、食事したり、マリンスポーツ、海の中を覗いたり、ゆっく
りと時間が過ぎ、体がとても楽でした。セブで感じた、あの何とも言えない
パワーにはびっくりでした。子供と若者の多かった事、日本では子供の姿
を余り見なくなりましたが、この国の将来がこれから何回か訪れると思い
ますが、とても楽しみです。５日間お世話して頂いたガイドのシャローン
さん、メイドさん、運転手さんには荷物を持って頂いたり親切にして頂き、
本当に感謝です。酒井さん、北村さんとは初めてでしたが、古くからの知
り合いみたいで、とてもリラックス出来ました。そして何より池上さんに
は、何から何まで面倒を見て頂き感謝しきれません。本当にありがとうご
ざいました。そして最後に、さよならパーティーを開いて下さったワール
ドビッグフォーに御礼申し上げます。

本当に夢の様なコーラルポイントリゾートの部屋、ヤシ等、南国
の木々の茂るビーチ。ゆっくりと時間が過ぎた５日間の旅でした

メイドさんが作る朝食、バーベキュー、ビール、どれを食べてもおいしく、
夜はマッサージと贅沢な時間♡私にとって感動する事ばかりでした！

夢が早い実現となり、７名の出
発、南国のセブはいつもと変わ
りなく温かく私達を迎えて下さ
った。初めての方が多く、「南国
は暑いイメージで来たが、こん
なに爽やかな風で気持ち良く、
来てみ な いと分 からな いで す
ネ」と会話しておりま す。天 気
がよけれ ば 海 へ！第２日目は、
海の体験からスタートです。エ
メラルドの海におどろき、海の
中で は、色とりどりの 魚と接し
て、昼は美味しいバーベキュー
を日本 の 歌を聞きな がらい た
だきます。観光は、車窓から、世
界で二番目に歴史の古い大学、教会、市場等、目で見ながら説明を聞き、
再びセブを再確認しました。今年は、どこに行っても私達は感動をいただ
き、マッサージ、ショッピングと楽しい時間は、本当に早いものです。コー
ラルポイントリゾートの敷地内を散歩しながら、遠く地平線、ゆっくりと通
り抜ける数々の形の異なった船を眺め、この、のんびりとした時間は、何
とも言えません。本当に皆さん来て良かった！と喜んで下さり、私も又、
明日へのエネルギーをいただきました。帰りの飛行機の中、２０人位の
大学生と一緒となり、隣の女の子に聞くと「フィリピンは、英語の発音が
よく、経費も安く、夏休みに語学留学に来て、その帰り」との事です。今回
私も、孫からお世話になったメイドさんにとお礼の手紙を預かり、すると
メイドさんから英語の返事をいただきました。これが何よりのおみやげ
と感謝しております。今、この時間も、いつも温かく迎えてくださるスタッ
フの皆さんの顔が浮かんできます。感謝の気持ちでいっぱいです。いつ
もありがとうございます。

初めてのセブ旅行

旅の最後は、さよならパーティー！ 子供と若者の多いセブで感じた、
あの何とも言えないパワーにびっくり！この国の将来が楽しみです

セブでの新しいマリンスポーツを発見！ エメラルドの海では色と
りどりの魚と接して、昼は美味しいバーベキューを堪能しました

セブの自然はいつも心豊かに！！ 又行きたいセブ

初めての海外旅行
一緒にセブに行こう！と親友が
誘ってくれました。が、９３歳に
なる母の介護がある為、無理だ
ろうと、半ば諦めていました。ダ
メ元で介護施設のケアマネージ
ャーや家族に相談した所、大丈
夫との事。「即、行く！」と返事を
しました！！母には後ろめたい気
持ちがありましたが…。さてさ
て、コーラルポイントリゾ ート
に 案 内して 頂 き、翌 日 ４階の

ベランダから見る朝日、広大な海、おだやかな波、海の無い長野県に住む
私にとって感動する事ばかりでした。メイドさんが作る朝食、マンゴジュー
ス、バーベキュー、ビール、どれを食べてもおいしく、夜はマッサージと贅
沢な時間を過ごす事が出来ました。そして、いよいよ最終日。夜になると
お別れパーティーを開いて下さいました。生演奏を聞き、ワインにビール
においしい食事。メイドさん達とダンスをし、笑い、唄い、とても楽しい時
でした。何の不安もなく旅行を楽しめた事は、お世話をしてくれたガイド
さん、メイドさん、運転手さん、現地の方々のお陰です。ワールドビッグフォ
ーさん、池上さん、友人皆さんに心より感謝します。有難うございました。

パーティーでは皆で楽しく輪になって最高！！ 本当に皆さん
喜んで下さり、私も又、明日へのエネルギーをいただきました

紹介者の池上さんに旅行のお

誘いをいただき、南国セブを楽

しんで参りました。実は飛行機

が苦手な私は、不安でいっぱい

でした が 、行 く決 心 を し まし

た 。同 行 の 方 ６ 名 の 中 に入 れ

ていただいて、みなさん本当に

仲良くして下さり、楽しく行く事

が出来ました。穏やかで、時間がゆったり動いているようなセブの美しい

海、泳いでいる小さな魚のかわいらしさに、感激でした。一番スリルがあ

って、怖くもあり、楽しくもあったパラセーリング。初めての経験で心臓もド

キドキでした。あっという間の５日間でした。ガイドのシャローンさん、スタ

ッフの方々、とてもやさしくして下さって感謝です。又機会があったら、行

きたいと思っています。ワールドビッグフォーの益々のご発展をお祈りし

ております。ありがとうございました。

時間がゆったり動いているようなセブの美しい海、
小さな魚がかわいらしく、私の体の回りにいっぱいです

初めての海外旅行！ 母の介護がある為、無理だろうと、半ば諦め、
施設等に相談した所、大丈夫との事。「即、行く！」と返事しました！！

初めてのセブは、皆で楽しい時間でした！ 一番スリルがあって、
怖くもあり、楽しくもあったパラセーリングは、心臓もドキドキでした

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴３年８ヵ月　北村さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴７年　矢澤さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴１５年５ヵ月　池上さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴２年３ヵ月　木下さん


