
＜編集後記＞
昨年中は会員の皆様よりたくさんのセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございました。お陰様で素敵な
笑顔に包まれた会報誌、及びワールドビッグフォー2016年度カレンダーを発刊し、会員の皆様にお届けする
事が出来ました。厚く御礼申し上げます。輝かしい新年の始まりに是非、笑顔満載のカレンダーをご活用下さ
い。セブ旅行体験談のご参加は随時募集しておりますので、皆様の楽しいエピソードをお寄せ下さい。今後と
も、どうぞ 宜しくお 願 い 申し上 げます。尚 、新 年 は 1 月 4 日（月）より営 業 致します。　                                                            
編集担当　齊藤充彦

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：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

（注）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27年12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成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
④関西国際空港（大阪）からは、（15:40分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑤中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（15:40分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑥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
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別の御高配にあずかり心より厚く御礼を申し上げます。
南国セブ島の優しい環境に佇むワールドビッグフォー究極のリゾートは、お陰様で

創立から輝かしき歳月を経て、２７年目となります新年を迎える事が出来ました。此れも
偏に、御縁を頂きました会員の皆様お一人おひとりの御厚情の賜と深く感謝致しております。
今年も、すべての会員の皆様が夢と希望に満たされ、生きる喜び、そして健康への活力をも育む
究極のリゾート開発、ご家族やご友人との笑顔の触れ合いは勿論、大自然が持て成す元気溢れる
最良の環境づくりに、社員一同誠心誠意精進を重ねて参る所存でございます。日頃より会員の
皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、また御温情溢れる感謝状を多数頂戴致しました事も

身に余る光栄と厚く御礼を申し上げます。会員皆様の益々の御健勝と御多幸を
衷心よりお祈り申し上げますと共に、本年も相変わらぬ御愛顧を

賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

会長　行方　栄治

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
平成28年1月号

０１／０１～０３／３１ ￥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）  A HAPPY NEW YEAR!
WORLD BIG 4

眼鏡猿 
「ターシャ」



～緑の海に浮かぶやすらぎの島～

～爽やかな光と風が至福の時を刻む～

～上質なリゾートで過ごす満ち足りた時間～

Coral Point Resort Camotes Resort

Badian Golf Resort

新年あけましておめでとうございます
今年もスタッフ一同、会員の皆様のお越しを

心よりお待ち致しております

開放感に溢れる豪華絢爛な宿泊施設 スペシャルビラ・リビングルームＡ棟４階 56 畳のベッドルーム

★会員の利用施設
　プライベートビーチ（会員専用浜辺）
　プール 5ヵ所

★会員宿泊施設（当社所有１３ユニット）
　寝室全２７室【20~60 畳】
　10 リビング      （97 畳 2室・80 畳 3室
     ・74 畳２室・ 60 畳 1 室・30 畳 2室 ）

★メイドスタッフ ( 会員の皆様の快適な滞在をサポート致します )
    ホテル等とは異なるメイド付き別荘の滞在で、ご家族やご友人との寛ぎの時間をお楽しみ頂けます。

★会員の利用施設
　展望露天風呂・マッサージルーム
　レストラン・プール・プライベートビーチ
　各種マリンスポーツ
　

★施設概要（当社所有）
　土地【約 172,700 坪】
　18 ホール　ゴルフコース
　保養所６室
　ホテル 20 室

★会員の利用施設
　スタービーチ・見晴台・休憩所
　プール・レストラン・ロビー

★施設概要（当社所有）
　土地【約 330 万坪】
　リゾートハウス 4棟（110 畳 4室）
　保養所１棟（40 畳３室）

世界の大富豪の別荘

夕日の名称地  バディアン

大自然に浮かぶ究極のリゾート
330 万坪の広大な土地を所有

心地良い風が通う絶景のリビング
日没を眺望できる露天風呂も完備

コーラルポイント
リゾート

カモテスリゾート

バディアン
ゴルフリゾート

WORLD BIG 4 RESORT                         
SINCE  1990                         

～ “ ココロがスリム ” になれるリゾート～

究極のリゾートで
マイナスイオンに
癒されよう♪♪

明るく健康的な現地スタッフ

ワールドビッグフォーリゾート
WORLD BIG 4 RESORT 



3 4

私たちは約半年前から楽しみに
していたセブ島に向けて、２７
日に日本を出発した。飛行機の
中では特にすることも無く５時
間近くも乗っているのは少し疲
れた。地図では近いと思ってい
たフィリピン・セブ島だったが、
実際はとても離れていて、「世界
ってやっぱり広いんだなぁ」と改
めて感じた。現地に着くと、そこ
は日本とは全く違う雰囲気。圧
倒されると共に、これから沢山
のことを経験するであろう異国
の地への期待が高まった。初め
てのフィリピン料理を食べてか
ら、コーラルポイントリゾートへ

向かった。到着すると、沢山のメイドさん方が出迎えてくれた。その後部
屋でとても気持ちの良いオイルマッサージをしていただき、１日目は終
了した。２日目は、メイドさんが作ってくれた朝食を食べ、その後シー
ウォーカーやパラセーリング・バナナボートなどのマリンスポーツを楽し
んだ。パラセーリングで海の上を鳥のように飛んで、私の幼い頃の空を飛ぶ
夢が叶った。３日目は、シュノーケリングで海の中を散策。ネイルサロンで
は初めてのジェルネイルをしてもらい、美容の仕事につきたいという思い
がさらに強くなった。４日目は現地のショッピングモールでショッピングも
した。またプールでは毎日のように泳いだ。私はこの５日間で、一生のう
ちでも、とても貴重な時間を過ごせたと思っている。旅行に連れて行って
くれた祖父母、面倒を見てくれた朝田さんやメイドさん方にはとても感謝
している。将来は自分で海外を旅してみたいと思う。

シュノーケリングで海の中を散策♪ またパラセーリングで海の
上を鳥のように飛んで、私の幼い頃の空を飛ぶ夢が叶った！

ボホール島では古い教会を見学！ ヤシの木の幻想的、且つ神秘的な
絶景に感動！！ ターシャは葉っぱの陰で大きな目は確認できず残念（笑）

乾季から雨季へと移り変わろう
としている５月の末。私達はセ
ブ 島 へ ハ ネ ムーンで 訪 れまし
た。初めてのセブ島で不安はあ
りましたが、心強い存在があり
ました。それはセブにも詳しい
統括の朝田さんが同行してくれ
たからです。翌朝、車で移動する
と何故かまたマクタン・セブ空港
へ。そこは昨夜、日本から到着し
たばかりの場所でした。朝田さ
んのサプライズでセスナの遊覧
飛行を用意してくれていたので
す。頭上から照りつける太陽は
痛いくらいに刺激し、眼下に広
がるコントラスト鮮やかな海や大小の島々は、これからの旅の期待感が
高まる素晴らしい光景でした。マリンスポーツでは水圧で空を飛ぶフライ
ボードを体験。最初はうまくいかないので何度も失敗の連続でしたが、次
第にバランスが取れてきて少しの間浮いていられるようになりました。ま
ったく新しい感覚で気分爽快でした！観光で印象に残った場所は、ツマロ
グ滝とシマラ教会。ジンベエザメウォッチングの近くにある滝で少し青み
がかった乳白色はとても神秘的でした。さらにマクタン島への帰り道に寄
ったシマラ教会は通称アヴェマリア教会。マリア様にこれからの事をお祈り
しました。癒しを求めてスパへ。花々や木々に囲まれたプライベート極上エ
ステはプリンセスになったような至福の時間でした。お土産はチョコレート
ヒルのバナナチップスが、お勧めです！ガイドさん、ドライバーさん、メイ
ドさん、ありがとうございました。セブ島を選んで本当に良かったです。

リフレッシュ！セブ旅行

半年前から楽しみにしていたセブ島に向けて、日本を出発！この
５日間で、一生のうちでも、とても貴重な時間を過ごしました！

サプライズでセスナの遊覧飛行♪マリンスポーツでは水圧で空
を飛ぶフライボードを体験！まったく新しい感覚で気分爽快でした！

優雅なハネムーン 夏の思い出 in CEBU

初めての孫と一緒の旅はセブ島！！
出発前はお天気や孫（ 0 歳と１
歳）の事が心配でしたが、娘家
族と私の家族計６人で無事セブ
にいって参りました。初日、コー
ラルポイントリゾートの部屋の
広さ、豪華さに驚かされワクワ
クした気分に ! 翌日はバンカー
ボートでパンダノン島へ。波も
穏やかで海風が心地良く寝そべ
っての1時間は至福の時となり、
エメラルドグリーンの海に魅せ
られ、おいしいバーベキューを
堪能。ホテルへ戻りプールで楽
しそうに 遊 ぶ 孫 達 。夜 は セ ブ
市内へ。シューマート（ショッピ
ングモール）の 中 にあるフィリ

ピン料理店での夕食。グリーンマンゴージュースのおいしかったこと！3
日目はセブ港から高速船で2時間、ボホール島へ。古い教会を見学、ヤシ
の木の幻想的、且つ神秘的な絶景に感動！ターシャは葉っぱの陰で大き
な目は確認できず残念！4日目はセブ市内観光。山頂の展望台からの眺め
は最高！道教寺院、デパート、ダウンタウン等々を見学後、夜は素敵なレス
トランで中華のバイキングをご馳走になり、１週間後に２歳を迎える孫の
誕生祝いもして頂いたりとステキな思い出が沢山できました。朝の散歩も
最高で、南国の植物がいっぱいのコーラルポイントリゾート敷地内は、マ
イナスイオンに溢れとても気持ちよく、次回来る時はのんびりと過ごして
みたいと思いました。会社の温かいおもてなしに、又、お世話になった皆
様にほんとうに感謝しております。お陰様で楽しいセブ旅行ができまし
た。ありがとうございました。

優雅なハネムーン♪セブの自然や観光も満喫！ 極上エステでプリン
セスになったような至福の時間。セブ島を選んで本当に良かったです！

セブ島へ４泊５日の旅行に行っ
て来ました。私自身、海外旅行は
初めてで、しかも子供４人を連
れて行く事に少し不安を感じて
いました。でもその不安はセブ
に着いてすぐに消えてしまいま
した。到着翌日からはシーウォ
ーカーやパラセーリング、バナ
ナボートにシーカヤック、船で
近くの島へ渡ってのシュノーケ
リング、夜 に は ネ イ ル に エ ス
テ！！どれもこれも初めての事に驚きと感動の連続！！天気にも恵まれ、子ども
達は毎日、海にプールに大満足！そんな姿を見ている私も、なんだか嬉しい気
持ちになりました。どこまでも続く青い空、青い海に、「日本での些細な事
はどうでも良いかな、いつも大らかな気持ちでいたいな…」と心も体もリ
フレッシュ！また頑張ろうと思えました。このようなとても最高の旅になっ
たのは、毎日私達が楽しめるようにいろいろな面から配慮して下さった統
括の朝田さんやガイドのリサさん、メイドさん、ドライバーさんのお陰だな
と、心から感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
最後に一言、バナナが感動するほどおいしかった！！

シーウォーカーやパラセーリング、バナナボートにシーカヤック、夜に
はネイルにエステ！！ どれもこれも初めての事に驚きと感動の連続！！

初めての孫と一緒の旅はセブ島！！ 会社の温かいおもてなし
に、又、お世話になった皆様にほんとうに感謝しております！

子供４人を連れて、初めての４泊５日セブ島への旅行に行って来ま
した！ 天気にも恵まれ、子ども達も大満足♪最高の旅になりました！

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　中村さん

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　中村さん

出発日５月２３日（７泊８日）
会員歴４年　中澤さん

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴５年２ヵ月　市川さん

・・・
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マクタン・セブ空港に到着して
外に出た時、すごい熱気を感じ
て、セブに来たんだな！と実感し
ました。家族５人でのセブ旅行
だったんですが、特に何の下調
べもしてなかったので、少し不
安もありました。コーラルポイ
ントリゾートの事は事前に少し
聞いていたのですが、着いてみ
てびっくり！部 屋 の 広さ、大 き
さ、ロケーションすべてが想像
以上でした。テンションが上が
ってしまって、初日は寝付きが
悪かったのを覚えています。少

し寝不足気味で翌日パンダノン島へバーベキューをしに行きました。すご
く天気も良くて、青い海と白い砂浜、そして美味しいお酒と食事、最高の時
間を過ごさせて頂きました。今回、マリンスポーツを満喫しようと思って
いたので、スキューバダイビング、パラセーリング、バナナボートを体験し
ました。１歳数ヵ月のチビも居たので “ジイジ ”と“ バアバ ”に預けきりで
心苦しさもありましたが、目いっぱい楽しむ事が出来ました。食事も美味
しかったし、ショッピング、マッサージと本当に最高の時間を過ごさせて
頂きました。ツアーガイドのリサさんをはじめスタッフの皆さんには本
当に感謝しています。また再会できる事をとても楽しみにしています。
最後にお義父さんお義母さん、貴重な体験をさせて頂きありがとうご
ざいました。

コーラルポイントリゾートに着いてみてびっくり！ 部屋の広さ、大きさ、ロケ
ーションすべてが想像以上！本当に最高の時間を過ごさせて頂きました

ボホール島ではチョコレートヒルを眺めターシャとの出会
も！ 感謝と感動いっぱい4泊5日のセブを満喫しました！

9ヵ月と2歳になろうとする年子
を連れてのセブ旅行は厳しいか
と思い、両親も誘い6人で行く事
になりました。メイドさんに毎
日洗濯をして頂き本当に助かり
ました。小さな子供たちもすっか
り懐いておりました。子供たちに
とって初めて入った海が透き通
るきれいなセブの海とは、大きく
なった時、自慢の種となること
でしょう。コーラルポイントリゾ
ートのプールでも親子で楽しく
遊びました。そしていろいろな
出会いもありました。機内で飽きてしまった長男を、隣の席のご婦人が偶
然にも保母さんで、絵本を見せて下さったり携帯で動画を見せて下さった
りして助けて下さいました。その方は中学生の娘さんがセブで語学留学し
ているとの事でした。帰国前夜は、レストランでご馳走になった上、長男の
バースデーも祝って頂き、会社からの温かいおもてなしに感謝しておりま
す。またそのレストランでピンクの洋服を着た可愛い女の子を見つけた
息子が、その子の事が気になり何度も会いに行き、追いかけっこしてハグ
した様子はとても微笑ましく周りの大人たちの歓声を浴び、とても素敵
なセブ島の思い出となりました。今回は小さな子供を連れての旅で疲れ
ましたが、子供が大きくなったら是非また一緒に訪れたいと思います。お
世話になった皆様ありがとうございました。

娘家族とセブへ

家族５人でのセブ旅行を満喫！ 青い海と白い砂浜、そして
美味しいお酒と食事、最高の時間を過ごさせて頂きました♪

子供たちにとって初めて入った海が透き通るきれいな
セブの海とは、大きくなった時、自慢の種となることでしょう！

セブでの思い出 セブ最高！！

感動いっぱいのセブを満喫
海外が人生２回目の私は、楽し
みと不安が混ざった思いで出発
しました。出発は、小雨が降り肌
寒かったのですが、フィリピン・
セブの空港に着いた時には、暑
い空気を感じ、いよいよ旅の始
まりということを実感しました。
そこから、明るく出迎えて下さっ
たガイドのリサさんとドライバ
ーさんは、この旅に欠かせない
頼もしい２人です。早速、夕食に
地ビールをいただき、コーラル
ポイントリゾートへ到着すると、
沢山のメイドさん達が出迎えて
下さり、豪華なお部屋へ辿り着

きました。いただいたマンゴジュースが大変美味しかったです。次の日か
らの朝食にもマンゴジュースと生マンゴーが出てきて、食べ過ぎなぐらい
食べられて幸せでした。太陽が反射して輝くきれいな海に潜ってみると可愛
い魚が沢山見られ、カオハガン島でのキルト製作や学校の見学。ボホール
島ではチョコレートヒルを眺めターシャとの出会い。島から島へボートや高
速フェリーに乗り、時間があっという間に過ぎました。海を眺めながらのバー
ベキューや船に乗りながらのバイキングも経験でき、楽しかったです。疲れ
たらマッサージを受けて癒され、旅の最終日前夜はショッピングを楽しみ
夕食のパーティーでは、メイドさん達の料理と素敵なダンスで忘れられな
い一時でした。４泊５日を共に過ごして下さった皆様に感謝します。リ
サさん、ドライバーさんを始め、メイドさんやそれぞれの場所で楽しませ
てくれた方々にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

いろいろな出会いもあったとても素敵なセブ島の思い出♪
子供が大きくなったら是非また一緒に訪れたいと思います！

娘 達 が 、「 セ ブ へ 連 れ て 行っ
て！」という事で、計画を立てた
のですが、色々な事があり９月、
１０月に変更し、又飛行機がと
れないとの事で、インターネット
で予約したりで、出発までは大変
でした。マクタン・セブ空港に着
き、迎えに来てくれたガイドのリ
サさんを見つけ、ホッとしまし
た。コーラルポイントリゾートで
はメイドさんにも迎えられ、長
いエントランスを通りスペシャ
ルビラに案内して頂きました。娘達は部屋の広さや豪華な雰囲気に「お
金持ちになったみたい♪」と大喜び。次の日は、心地良い潮風を受け、バ
ンカーボートでパンダノン島へ。イルカにも会えました。バーベキューの焼
きアワビも美味でした。きれいな海に私は浸かり、皆は気持ち良く泳ぎを
楽しみました。夜は足のマッサージ。3日目はマリンスポーツ。スキューバ
ダイビング組と離れパラセーリング、バナナボート、そしてショッピング。
４日目はエステ、寺院観光、トップスの夜景、そしてマルコポーロホテル
でバイキング。毎日スコールはあったのに一度も濡れずに済み、天気に
は恵まれました。楽しい５日間でした。スタッフの皆さん、お世話になり
本当にありがとうございました。

セブの滞在は豪華な雰囲気で娘達も大喜び！ きれいな海に私は
浸かり、夜は足のマッサージ。天気には恵まれ楽しい５日間でした！

カオハガン島でのキルト製作や学校の見学！ 島から島へボート
や高速フェリーに乗り、時間があっという間に過ぎました♪

心地良い潮風を受け、バンカーボートでパンダノン島へ！イルカ
にも会えました♪バーベキューも焼きアワビも美味でした！

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　阿部さん

出発日１０月１１日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　小泉さん

出発日１０月１０日（４泊５日）
会員歴５年２ヵ月　谷口さん

出発日６月９日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　関さん
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８月４日から９日まで、初めて
セブ島に家族で行きました。セ
ブ島がどんなところかワクワク
しながらマクタン・セブ空港に
着きました。空港にはガイドの
ミキ さん が 出 迎 えてくれ まし
た。そこから宿泊先のコーラル
ポイントリゾートまで行く途中
にスーパーに寄り、日本では体
験出来ない買い物をし、この旅
行が楽しくなることを確信しま
した。到着して驚いたのはメイ
ドさん の 出 迎えの 人 数 の 多さ
と、自分達が使って良い部屋の

数の多さです。日本の旅行では経験できない豪華さをセブ旅行が始まっ
て直ぐに味わう事ができました。また、ウェルカムドリンクとして出された
マンゴジュースは日本で飲んだことのある物とは比べ物にならないおいしさ
がありました。今回自分が楽しみにしていたことにギター工場の見学があり
ます。マクタン島にはギター工場がいくつもあり、質の高いギターを作っ
ているということでした。趣味でギターを弾くことがあるので、気に入った
ものがあったら購入しようと楽しみに訪れました。たくさんのギターがあ
り、非常に迷いましたが、記念になる一本を購入しました。慣れない海外
旅行でしたが、ガイドのミキさん、ドライバーさん、メイドさんの心遣いや
笑顔で、思い出多い旅行となりました。機会があったら再びセブ島に行っ
て見たいです。

楽しみにしていたギター工場の見学！ たくさんのギターが
あり、非常に迷いましたが、記念になる一本を購入しました！

楽しいセブ旅行をお世話をしてくれたメイドさん、行きたい場所
まで連れて行ってくれたドライバーさん、ありがとうございました！！

２回目のセブ島への旅。天候に
も恵まれ念願のボホール島へ
行く事が出来ました。ロボク川
のランチクルーズ、幻想的なチ
ョコレートヒル、眼鏡ザルのタ
ーシャにも会うことが 出 来、見
学 後 の ヤシ の 実 ジュースが美
味しかった。途中雨に降られて
も不思議と見学時には晴れ、遠
くの 景 色まで 眺 める事 が 出 来
ました。市内観光では、サンペ
ドロ要塞、道教寺院、セブの守
護神サントニーニョの伝説は興
味深く、市内ホテルでのディナ
ーバイキングの後は、トップス
（セブ市内を見渡せる展望台）の夜景に感激。充実した日々を過ごす事が
出来ました。フィリピン料理はどれも美味しくて新鮮な魚介類、スパイスの
効いた肉料理、フレッシュなジュースや果物、アイスクリーム（ハロハロ
等）も格別でつい食べ過ぎてしまいます。ナルスアンでは童心に返って
熱帯魚と戯れ、パラセーリングで大空に舞い上がり、エステでオイルマッ
サージ、手足の爪のケア、毛穴の汚れ、足裏の角質まできれいにして貰い、
身も心もリフレッシュ！今回は思いがけず学生時代の友人と一緒に旅行が
出来、ステキな思い出がいっぱい出来ました。ワールドビッグフォーのス
タッフの皆さん、同行して下さった仲間の皆さん、大変お世話になりまし
た。お陰様で不安なく安心して旅を満喫することが出来ました。本当にあ
りがとうございました。快く送り出してくれた家族にも感謝です。また何時
の日か、今度は「家族で行けたらいいな」と思います。

初のセブ島旅行

初めてセブ島に家族で行きました！ ガイドのミキさん、ドライバーさん、
メイドさんの心遣いや笑顔で、思い出多い旅行となりました♪

童心に返って熱帯魚と戯れ、パラセーリングで大空に舞い上がり、
エステで身も心もリフレッシュ！ ステキな思い出がいっぱい出来ました！

２回目のセブ島への旅 楽しかったセブ旅行

夏休みの思い出
セブ島への旅行は今回初めて
でした。旅行へ行く前日、僕はセ
ブ島 に 行くの がとても 楽し み
で 、夜はあまり寝むれませんで
した。旅行で一番最初のイベン
トは「ジンベエザメと一緒に海
で泳ぐ」ことでした。ジンベエザ
メはガラス越しでしか見た事が
なかったので、こんなに真近で
見たのは初めてでした。海で泳
いだ後はプールで泳ぎました。
プールは真ん中にいくとどんど
ん深くなっていて少し怖かった
のですが、泳いでみると自分が

思っていたよりも普通に泳げました。プールではみんなで競争をしたり、
自由に泳いだりしてとても楽しく遊ぶことが出来ました。最後の夜、コー
ラルポイントリゾートで僕達の世話をしてくれた人達とバンドの人達で
パーティーをしました。僕はパーティーではご飯を食べるだけだと思って
いましたが、ご飯を食べること以外にも、踊ったりしてとても楽しいパー
ティーになりました。今回のセブ旅行は貴重な体験がいろいろとありまし
た。僕は、この貴重な体験をしっかり覚えておきたいです。セブ島にはもう
１回行きたいので、この貴重な体験を次のセブ島への旅行に活かして、
今回の旅行よりももっと良い旅行になるようにしたいと思います。最後に
ガイドをしてくれたミキさん、お世話をしてくれたメイドさん、行きたい
場所まで連れて行ってくれたドライバーさん、ありがとうございました。

２回目のセブ島への旅は学生時代の友人と一緒に旅行が出来
ました！ また何時の日か「家族で行けたらいいな」と思います！

初のセブ島です。１０月３１日
から１１月４日までの４泊５日
の旅でした。メンバー５人でし
たが皆さんに優しくして頂き感
謝です。セントレア（ 中 部 国 際
空港）発、マクタン・セブ国際空
港着。レストランでフィリピン料
理を食べてコーラルポイントリ
ゾートへ行きました。意外だった
のが「ビールが美味しかったこ
と！」。大きな門を通過し敷地に
入り、メイドさんの出迎えを受
け、施設の中に入り、建物の大
きさ、部屋の広さ、その他諸々
に驚きました。セブでは島巡りも体験！ナルスアン島までバンカーボートで移
動して海に入りました。魚と戯れ童心に返った気分でした。ボホール島で
は、ロボク川を下る船に乗り、水上で生バンドの演奏を聞きながら食事を
とり、チョコレートヒルズ、ターシャ（メガネ猿）を見たり竹で出来た吊り
橋を渡ったり、観光を堪能しました。チョコレートヒルズは見た事の無い
地形に感激しました。ターシャは小さく、探すのに苦労しましたが、見る事
が出来ました。コーラルポイントリゾート近くのビーチでは初のパラセーリ
ングを体験しました。鳥になった気分で爽快でした。その他「オイルマッサー
ジ」に「ネイル」とちょっぴりセレブ気分を楽しみました。毎朝、マンゴー、パ
イナップル、バナナと言った南国のフルーツを頂き、海を見ながらの朝食
は美味しかったです。初の体験が多く、本当に楽しい旅でした。現地スタッ
フ様、一緒に行って下さった皆様、御世話になりありがとうございました。

初のセブ島旅行！ 初の体験が多く、本当に楽しい旅でした。
チョコレートヒルズは見た事の無い地形に感激しました！

ジンベエザメと一緒に海で泳いだり、パーティーではメイドさん達と
踊ったり、今回のセブ旅行は貴重な体験がいろいろとありました！

毎朝、南国のフルーツを頂き、海を見ながらの朝食♪「オイル
マッサージ」に「ネイル」とちょっぴりセレブ気分を楽しみました！

出発日１０月３１日（４泊５日）
会員歴１０ヵ月　小出さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　山浦さん

出発日１０月３１日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　井口さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　斉藤さん



9 10

今回のセブの旅は娘達２人と同
行している１組で予定し、それ
ぞれの会社の休暇がなかなか
合わず、今までも数回参加を予
定しましたが一致する事無く、
やっと日取りが決まって、本当
に娘達も喜んでおりました。若
い人はやっぱり海が何と言って
も一番楽しみかも知れません。
私も久しく水に身ごと入る機会
もなかったので水が最近怖くな
ってしまいました。そこで今年
は少しプールで泳ぎを習いまし
ての挑戦です。娘達に負けない
で 泳 いで やろうと水 着 を 持 参
で、今回はマリンスポーツをメ

インにと意気込んで行きましたが、今は台風のシーズンで残念な事に来る
日も来る日も予定変更が続き、本当に娘達は「がっかりかな…」と思っている
事と感じました。２日目は買い物とカジノへ出かけ、カジノは初めての体
験でした。最初１０００ペソ（２６００円程）両替して色々な場所を覗
き、この際何でも挑戦！と最初にルーレットに賭けてみたが、これは全部
取られてしまうと感じて次に行く、赤白のますに３っの玉を賭ける簡単な
ゲームでしばらく遊んで、他の人達は1人ひとつの機械で中々時間的に終
わらず途中で止める。３日目はマリンスポーツ。ジェットスキーとバナナ
ボートは出来たが、空中散歩は中止されて残念。４日目は島巡りを中止
して、ゴルフをラウンドのつもりが途中で引き返し暑かった。一番の思
い出は 1人づつの部屋が３０畳の大理石で豪華な気分で過ごせたこと
が最高かな～♪現地スタッフの皆様大変ありがとうございました。また
お目にかかる日までお元気で。

久しく水に身ごと入る機会もなかったので、今年は少しプールで泳
ぎを習い、娘達に負けないで泳いでやろうと水着を持参しました♪ 

風が強かったお陰で波があり、ジェットスキーがもの凄く面白
かったです！ あと女子が大好きなスパにも言って来ました♪

今回の旅行は、自身２度目で 7
年 ぶりのセブ旅行！！最初の旅
行は、母と娘の2人旅でしたが、
今回は母と私と夫の 3人でハネ
ムーン＆家族旅行でした。6泊7
日の予定でしたが、出発の飛行
機の遅れ等もあり、夜現地に到
着後コーラルポイントリゾート
へ直行。すぐ眠りにつく事にな
り、直 感 的 に は 5 泊 6日の感じ
でした。滞在中は天候にも恵ま
れ 、暖 か い 南 国 を 満 喫しまし
た。コーラルポイントリゾートか
ら見渡せるコバルトブルーの海
と水平線がとてもキレイで、改めてセブに来た事を実感する毎日でした。
２日目に行ったカモテス島では洞窟に行き、エメラルドグリーンの地底湖
を見て来ました。そして、その美しさに感動を覚える程でした。また、現地
の市場へ行き、初めて見るフルーツや魚を見つけたりと、とても面白かっ
たです。買い物も沢山して満足です！！そんな充実した毎日を過ごす事が
出来ましたが、帰るのがいつも夜遅くなってしまい、明るい時間にコーラ
ルポイントリゾートに着く事がなかったので、海に入る事が出来なかった
のは少し後悔が残りましたが、滞在した施設ではヤモリに出合ったり、カ
ニを捕まえたり、月明かりの中プールに入ったりと、夢の様な時間やシー
ンを体験し、優雅な一時を過ごす事が出来ました。次は何年後になるかは
分かりませんが、何十年も経たないうちにまた行けたらいいです。

私とセブ

今回のセブの旅は娘達２人と実現！ 一番の思い出は1人づつの部
屋が３０畳の大理石で豪華な気分で過ごせたことが最高かな～♪

コーラルポイントリゾートから見えるコバルトブルーの海と水平
線がとてもキレイ！ 改めてセブに来た事を実感する毎日でした！

7年ぶりのセブ旅行 娘との旅

母と姉とＣＥＢＵ ＩＳＬＡＮＤへ！！
母に連れて行って貰い初めての
フィリピン・セブへ！１０月の肌
寒くなってきた日本とは違い、
年 中 暖 か い セブ はとっても快
適。今回は初めてというスペシ
ャルビラのお部屋に宿泊。広い
ベッドルームが３つも！！！「これ
からの４泊５日がますます楽し
くなりそうだ！」とわくわくしまし
た。夜が明け窓の外を見るとそ
こは海、水平線！島だから当たり
前なのでしょうが、内陸に住む
私には新鮮でうれしいものでし

た。海に続いているかの様なスペシャルビラ専用プール。昼間は通り行く船
を眺めながら足を入れてまったりと、夜はプカプカ漂いながら崖を見たり
どのシーンも素敵でした。そしてやってみたかったマリンスポーツにもトラ
イしました。風が強く一番やってみたかったパラセーリングは出来なかっ
たけど、逆に風が強かったお陰で波があり、ジェットスキーがもの凄く面
白かったです。あと女子が大好きなスパにも行って来ました。ストーンマ
ッサージはちょっと熱かったけど、肌がすべすべになり、やったー♪台風
の影響で船に乗って島巡りが出来なかったのも残念でしたが、ガイドさ
んがカジノやネイルサロンに連れて行ってくれたりと全然退屈しません
でした。スタッフの皆様ありがとうございました。人生の記憶に残るいい
旅になりました。絶対にまた行きまーす♪

今回は母と私と夫の3人でハネムーン＆家族旅行！ 7年ぶりのセブも夢
の様な時間やシーンを体験し、優雅な一時を過ごす事が出来ました♪

フィリピンセブ島への旅行は今
回が初めてでしたが、出発前の
イメージとは異なり、何もかも
が大変素晴らしかったです。特
に印象に残っている事が 3つあ
ります。まず 1つ目は、海が本当
に美しかったことです。この歳
になっても海に入りたいと思え
るほど、どこまでも澄んでいて
美しい海でした。特に海に沈む
夕日とそ れ を 映し出 す 海 の 色
は、息を呑むほど美しかったで
す。2つ目は、至れり尽くせりの
サービスです。ガイドさんやメイドさんが付いて下さり、コーラルポイントリ
ゾートの中でも観光中もお世話をして下さり、本当に快適に過ごす事が出
来ました。日本では体験出来ないようなサービスを受け、とてもリラックスし
て過ごせました。３つ目はボホール島で過ごした時間です。先住民の人達と
交流することができました。先住民の子供達はとても可愛らしく、心温まる時
間を過ごす事が出来ました。どの場面を切り取ってもとても素晴らしく、まさ
に「百聞は一見に如かず」。今までイメージしていたセブ島とは違う、美しく
清潔な観光地。セブ島を知ることが出来ました。余談ながら、毎朝コーラルポ
イントリゾートで出たマンゴージュースとフルーツの盛り合わせは、日本で
味わうものとは違って、本当に新鮮で甘く美味しかったです。こんなに素敵
な旅をすることができた全ての御縁に心から感謝致します。本当にどうもあ
りがとうございました。

コーラルポイントリゾートの中でも観光中もお世話をして下さり、日本では
体験出来ないようなサービスで、本当に快適に過ごす事が出来ました！

母に連れて行って貰い初めてのセブへ！ 人生の記憶
に残るいい旅になりました。絶対にまた行きまーす♪

何もかもが大変素晴らしかったです！ 特に海に沈む夕日と
それを映し出す海の色は、息を呑むほど美しかったです♪

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　髙橋さん

出発日１０月１９日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　飯田さん

出発日９月２７日（６泊７日）
会員歴１０年５ヵ月　曽我さん

出発日１０月１９日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　飯田さん


