
大自然に包まれた世界の大富豪の別荘 コーラルポイントリゾート

＜編集後記＞
木枯らし吹きすさぶ季節到来！何かとあわただしい年の瀬を迎えましたが、一年を通して温暖なセブ島はこの時
期気候も涼しく、町歩きや観光には最適な陽気といえます。セブ最上級の眺望と快適な滞在を楽しみながら、思わ
ず目を奪われるセブの大自然にも出会える数々の体験で、こころに刻む最高のひと時をお過ごし下さい。ご予約
及び出発前のご不明な点は、ご旅行マニュアルまたは当社旅行担当までお気軽にお問い合わせ下さい。尚、誠に
勝手ではございますが、１２月３０日から１月３日までの間、冬期休暇とさせて頂きます。年始は１月４日（水）よ
り通常営業致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       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：齊藤・伊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

（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。
（注２）成田―セブ線、及び名古屋―セブ線の出発時刻が１０月３０日より上記の通り変更となりました。
①上記料金は平成２８年11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

１２／０１～０３／３１ ￥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）

～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

ごあいさつ
幸福に包まれる常夏のセブ島ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

１年を通して平均気温２８度ほど、湿度が低く快適な環境は私達の健康管理にも最適！
また穏やかな景観が彩る大自然の恩恵は私達を幸福と共に健康長寿へと導きます。アジアで
旅行者から人気が高く、すべてに充実できる南国の楽園セブ島。親日で明るく優しいフィリピン
人の国民性は敬老の精神も豊富ですので、老若男女を問わず楽しめる至福の体験は元気と若返り
笑顔に満たされる充実した素晴らしいリゾートライフと最高の思い出を心に刻むことでしょう。
是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートで！日本では味わう事のできない笑顔が溢れる
体験の数々、健康づくりにも最適な人生プランとして定期的のご利用をお勧め致します。
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。

皆様の益々のお越しを心よりお待ち申し上げております。
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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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今年会員になられた３家族と８人で４
回目のセブ旅行になりました。マクタ
ン・セブ空港には、いつもお世話して
くれる通訳のリサさんが、「おかえりな
さい」と出迎えてくれました。飛行機が
遅れたこともあり、直接コーラルポイン
トリゾートに向かいましたが、初めての
ウェルカムドリンクのマンゴージュース
に皆さん「おいしい！！」と感動の声があ
がりました。持参したカップラーメンで
軽い夕食とし、翌日パンダノン島で子供
にかえって海と戯れバーベキューを御

馳走になりました。雨期の為、海の色はいまいちでした。夜はニューハーフショーで大笑い。
翌朝はバディアンゴルフリゾートへ。車中でハンバーガーや露店のおもちで昼食。施設に着
いて初めてのゴルフに挑戦しました。夕食は海辺のテラスでフィリピン料理を満喫し、夜は
足つぼマッサージと夢のような１日でした。一泊してカワサンフォールズ（滝）まで往復３０
分以上歩いて見に行きました。水量の多いこと。川での洗濯も物珍しく拝見し、途中頂いた
焼きバナナもおいしかったです。シューマートで昼食とショッピングをして初めての人に、
ワールドビッグフォーの本社オフィスを見てもらいにマクタン島に戻りました。夜はサヨナラ
パーティーを開いてもらい、飲んで踊って楽しい時間が過ごせました。部屋に帰りオイル
マッサージをしてもらいました。いつ行っても家族の様に迎えてくれるスタッフの皆さんに
身も心も癒されました。ありがとうございました。

いつ行っても家族の様に迎えてくれる
スタッフの皆さんに身も心も癒されました！

「今度来れたら絶対に泳ぐんだ～♬」と決めてい
たので、翌日のパンダノン島から海でプカプカ♪

今回、夫の両親に誘われ、初めて家族

でセブに行きました。正直最初は「食

べ物が合わないんじゃないかな？」と

か「治安は大丈夫なのか？」とかそん

な不安ばかりでした。セブに到着して

周りを見ていたら、そんな不安はすぐ

に飛んでしまいました。着いた日は夜

だったので、スーパーに寄って貰い、

ちょっとした買い物をして宿泊場所ま

で移動しました。コーラルポイントリゾートの部屋の素敵な事！あまり期待をしていなかっ

ただけに、ビックリでした。次の日、目の前の素敵なプールに思わず日焼け止めも忘れ泳

いでしまいました。セブの市内を色々と案内して貰い、夜は夜景を見て２日目が終ってし

まいました。３日目は、船に乗って島へバーベキューと海水浴。日本の海と違い、とても綺

麗で、見ているだけでも癒されました。４日目は、シーウォーカーとパラセーリングへ…。

上から見る景色は、とても素晴らしく、ずっと飛んでいたかったです。海の魚もとっても可

愛く、また機会があればやってみたいです。あっという間に楽しい時間が終ってしまいまし

たが、また行きたいセブになりました。

楽しかったセブ島旅行

ご近所さん８人でセブを満喫！サヨナラパーティーを開
いてもらい、飲んで踊って楽しい時間が過ごせました！

あっという間に楽しい時間が終ってしまい
ましたが、また行きたいセブになりました！

初めてのセブ ご近所さんとセブ旅行

幸せなセブリゾート
二年半ぶりで、友人と二人で出かけまし

た！前回から、「今度来れたら絶対に泳

ぐんだ～♬」と決めていたので、翌日の

パンダノン島から海でプカプカ。コーラ

ルポイントリゾートでもプールでプカプ

カ。バディアンゴルフリゾートのプール、

カワサン滝と…。五回目の滞在にして初

めて水に入ったのでしたが、もう身体も

心もフワフワ溶けるみたいに心地よく

て、自然と一つになってとてもとても幸

せな時を過ごすことが出来ました！今回の旅行で気づいたのですが、目が悪くて慣れない

所だととても歩きづらく、今まではいつも何処か緊張している私だったのですが、セブでは

安心して泳いだり、観光やドライブ出来たり、お買い物も出来たり、マッサージをしたり…。

のびのびリラックス出来たのは、通訳のラチさんとドライバーのアルネルさんがいつも気を

つけて見守って下さったこととワールドビッグフォーのスタッフの皆様のフォローのお陰で

す。一緒に行ってくれた友人もとっても喜んでくれて、また来たいって言ってくれ、とても嬉し

かったです！毎回新しい経験や発見があり楽しいのですが、この旅はホントに何か自分に足

りなかった大切なことを身につけられたように感じます。素敵な日常と素晴らしいリゾート

…。ワールドビッグフォーとの出会いに心から感謝いたします！　ありがとうございます！

船に乗って島へバーベキューと海水浴。
とても綺麗で、見ているだけでも癒されました！

今回のセブ島旅行は家族６人での旅

行でした。ずい分前から計画を立て、楽

しみにしていました。成田空港で家族

全員が集合しました。久し振りに兄弟が

揃い、そして家族が揃い楽しい旅の始

まりです。セブ島に着くと通訳さんが空

港で待っていてくれました。明るい元気

な通訳さんで安心しました。泊まる所

はとても豪華な部屋で、夜なのに海の

風を感じる事ができました。セブ島ではマリンスポーツや銃の射撃体験、デパートでの買い

物や、通訳さんに果物を買いに連れて行ってもらったり、現地のおみやげ屋さんにも案内し

てもらいました。又、フィリピン料理や韓国料理のおいしいお店にも連れて行ってもらいまし

た。又、現地の言葉も幾つか教えてもらいました。現地通訳さんやドライバーさんと行動を共

にする事で、現地での生活等を話してもらう事もでき、ツアー旅行とは違った体験をする事

ができました。数日一緒に過ごす事で、セブの家族と旅行している様でした。見知らぬ国でし

たが、安心して楽しむ事ができました。又、機会を作って同じ通訳さん、ドライバーさんと一

緒にセブ島巡りをしてみたいと思いました。

ツアー旅行とは違った体験でした！ 数日一緒に過
ごす事で、セブの家族と旅行している様でした♪

二年半ぶりで、友人と二人で出かけました！ 毎回新しい経験や発見
があり、今回も又1つ大切なことを身につけられたように感じます！

現地通訳さんやドライバーさんと行動して♪
現地での生活等を沢山知る事ができました！

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　福島さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴１１年９ヵ月　山極さん

出発日６月１８日（５泊６日）
会員歴６年１１ヵ月　木村さん

出発日４月１４日（４泊５日）
会員歴８年６ヵ月　西川さん
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朝６時半に家を出て約４時間、成田空
港に到着。システム障害で手続きに時
間がかかりましたが、列の後ろに並ん
でいたフィリピンの女性とお話をして、
退屈な時間がとても楽しい時に変わ
り、フィリピンって明るい人が多いので
はと思いました。その人はマニラに、私
はセブ行きに別れました。初めての海
外！初めて娘との旅行にドキドキが止
まりません。セブに着くと通訳のリサさ
んとドライバーさんがいて荷物を預け
車に乗り旅が始まりました。その日の晩

御飯はフィリピン料理、マンゴージュースの美味しかったこと。２日目はシューマートに行っ
て買い物を楽しみ、その夜アメージングショーでは娘がステージに誘われ、男性（たぶん）と
踊り、ナンパ（？）されそうになりました（笑）。３日目はボホール島へ、めがねザルさんはいた
のですが、あまりよく見えず残念。４日目は待望のパラセーリング、青い空を鳥のように舞い
上がり、なんて楽しい時間だったんでしょう。夜はパーティーを開いてもらい、ギター演奏と
歌声とメイドさん達のダンス、娘と一緒にメイドさんと踊りましたが、これが日本に帰って筋
肉痛に・・・トホホ（ＴΛＴ）５日目はバンカーボートに乗り通訳のリサさん、ドライバー
のレオナルドさん、メイドのミッシェルさん達と写メを撮ったり、バーベキューしたり、シュ
ノーケリングをしました。こうして夢のような６日間が終わってしまいました。

パーティー、みんなで踊りま
した。日本に帰って筋肉痛！！

2度目のセブも本当に楽しかった♪最後の夜は生
バンドとメイドさんのダンスで盛り上げて頂きました♪

東京と長野、８名のダンス仲間との旅
です。ダンス仲間と云っても、そのうち
長野の男性２名は、ＪＣＦの現役ダン
スプロ、なんとも贅沢な顔ぶれです。東
京からの参加の一人は『ヘンなおじさ
ん』を自認する、チョット変わった人で
すが、彼のポリシーは『旅はどこへ行く
か？よりも誰と行くかだ！』が口癖。さて、
今回の旅の３ヵ月前、私は不運にも
スーパーで転倒、右手首を骨折してし
まいました。最近ようやくギブスが外れ
て、まさにリハビリの旅でした。当然セ
ブですから、腕に負担のないマリンレ
ジャーは満喫させて頂きましたが、な
んと云っても今回の旅の絶品は、セブ魅惑のダンスホールでした。その一つ『ホール・ドヘー
ラ』は、コンガの強力ビートが耳にこころ良く響き、常駐のプロダンサーが、腕のリハビリ痛も
忘れてしまう魔性とも思える巧みなムードで、私を情熱のラテンの世界に引き込んでくれま
した。また、ウォーターフロントホテル併設の『ダンスホール』は、カジノとダンスフロアが同
居するという、これぞ異国情緒そのもの。ラテンあり、スタンダードありで『ＣＥＢＵ ＤＥ Ｄ
ＡＮＣＥ』の歓びに浸りました。そして何よりも極めつけは、コーラルポイントリゾートにセ
ブのプロ教師を招いて、バチャータとサルサの挑戦、歳も手首の痛みもすっかり忘れて、ノリ
ノリでした。今回のセブ旅行、価値観を共有するダンス仲間だからこそできたパフォーマン
スです。私自信も不慮の事故、そして長かったリハビリ生活・・・、この旅で卒業しました。
改めて、ヘンなおじさんの『旅はどこへ行くか？よりも誰と行くかだ！』、この旅のポリシーを実
感した素敵な８泊９日でした。末筆ではございますが、村松理事からの愛情のお差し入れ
『レチョン・バボイ（子豚の丸焼き）』ありがとうございました。

語りつくせない贅沢

初めての海外！ 初めて娘との
旅行にドキドキが止まりません！

コーラルポイントリゾートにセブのプロ教師
を招いて、バチャータとサルサの挑戦♪

ＣＥＢＵ ＤＥ ＤＡＮＣＥ 娘と初めての旅行！！

2度目のセブも楽しかった
前回は１１月で台風の影響がありまし

たが、今回は暑い５月のセブ島を体験

しました。到着翌日からは、エステでの

んびりハンド＆フット（手足のケア）をし

たり、買い物をしたりして過ごし、３日目

には早朝出発しボホール島へも。メガ

ネ猿（ターシャ）とチョコレートヒルを見

て、白い砂浜でひと泳ぎしての日帰りス

ケジュール。４日目、女性陣はマリンス

ポーツに出かけました。私はコーラル

ポイントリゾートで “のんびり”しようと思っていましたが、前夜シャワールームで足を捻挫

してしまい、急遽湿布薬とサポーターを買いに、通訳さんとドライバーさんに市内まで連れ

て行って貰いました。サロンパスが有り購入。午後はホットストーンのエステでリラックスし、

夜はサヨナラパーティーを開いて頂き、生バンドとメイドさんのダンスで盛り上げて頂きま

した♪翌日、帰国の際には “サロンパスとサポーター ”のお陰で大分回復し、問題なく帰宅

出来ました。高齢の叔母含め、海外の不慣れな私共５名を、通訳さん、ドライバーさん、メイ

ドさんに安全にサポートして頂きありがとうございました。同行して頂いた朝田さんには、日

程調整から旅行スケジュールまで木目の細かい配慮をして頂きありがとうございました。次

回３度目は何時にしようかな？

村松理事からの愛情のお差し入れ『レチョン・
バボイ（子豚の丸焼き）』ありがとうございました！

母と妹と女３人旅です！本当にコーラ

ルポイントリゾートは存在しました！

（笑）感激です。朝食をいただきながら

輝く海を見て、コーヒーの香りに包まれ

る、あの時間がよかったです。あのよう

な時間をもつとアイデアがうかび、リ

ラックスしながら充実した気分で過ご

せます。感想文に書きたいことを絞り込

むのが大変です。夜は満月でした。バル

コニーから水面に渡る月の光を眺め、

風が吹いて気持がよかったです。プールに浮かびながら満月を見ることもできました。贅沢

です。ボホール島でのアクティビティ、人 と々の素敵な出会い、何げない一時から新たな自分

を発見したりと夢の様な楽しい時間でした。言葉にすると、単純平凡になってしまいますが、

とにかく素晴らしいのです！小さなことに悩んでいたと思わせてくれる宝石みたいな海と空、

大自然でした。光や虹色の雲まで見られて大興奮です。海底から空まで楽しみました。優しく

配慮の行き届いた通訳様、ドライバー様、慣れない土地でも安心してゆったり楽しむことが

できました。またお会いしたいです。この体験を社会、日本、フィリピンの方々にも還元したい

と活力が湧きました。ワールドビッグフォー関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ありが

とうございました。

語りつくせない贅沢！ 新たな自分を発見
したりと夢の様な楽しい時間でした♪

暑い５月のセブ島を体験！ 通訳さん、ドライバーさん、
メイドさんに安全にサポートして頂きありがとうございました！

海底から空まで楽しみました。感想文に
書きたいことを絞り込むのが大変です！

出発日５月１８日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　池田さん

出発日５月２７日（５泊６日）
会員歴１０年８ヵ月　中村さん

出発日５月１０日（８泊９日）
会員歴１年８ヵ月　阿部さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　竹田さん
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１０年ぶりのセブ。セブに着いた夜中

はすごい雷鳴、明け方には豪雨。雨季

だから仕方ないのかなと諦めたのに、

出発時には、さっきまでが嘘のように

晴れていました。３日目、ボホール島観

光の朝、空は今にも降りそうな色の雲、

観光船の中でついに雨が、窓ガラスは

滝のよう。でも島に着いた時には止ん

で晴れてきました。そして帰る日の朝

方、またもや雷鳴と豪雨、出発時には、

これまた嘘のように晴れました。５日の中で３回も雨が降ったのに、観光を楽しむ時は、全

然影響なく本当に良かったです。きっとセブの雷雨神様が１０年もご無沙汰した事へのお

叱りだったんですね。毎朝食のマンゴーとフレッシュジュースがとても美味しかったです。高

所恐怖症の私、体験前は色々な不安がありましたが、ゆったりと何の恐怖感もなく、本当に

鳥になれた気分のパラセーリング。そして夜のアメージングショー、この２つは特に感動し

ました。最終日の夜には、お別れ会＆誕生日会までしてもらい、特に村松理事からのバース

デーケーキには感動しました。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、スタッフのみなさん、

最高に素晴らしく、楽しい時間をありがとうございました。

１０年ぶりセブを満喫！お別れ会＆誕生日会までしても
らい、最高に素晴らしい時間をありがとうございました！

主人は初めて丸いケーキのロウソクを吹き
消し、喜びのあまりうるうるしていました！

フィリピン航空直行便で南国のセブ島
に１８時４０分到着。宿泊先のコーラ
ルポイントリゾートでは、メイドさん達
に、温かく迎えられました。広い室内は
心地良い風が入り、テラスからの景観
は素晴らしかった。翌日からは、ハンド
ルさばきも鮮やかな運転手さん。素早
く行動、日本語も上手、皆に寄り添い案
内してくれる通訳さん。いつも笑顔で案
内してくれる朝田さん。車から見える景
観は、ヤシの大木、緑の並木、ブーゲン
ビリア、ハイビスカスの花、小さな家の
前に憩う人、子供達、牛や山羊、犬、ニワトリ等、のどかな雰囲気であった。姪夫婦と女性５人
の旅、ショッピング、マッサージ、ネイルケアといろいろな思い出。満足したのでは・・・。レ
ストランでの食事もフィリピン料理、中華風料理と多彩な味わいを持つ料理、フルーツはマ
ンゴー、ジュースは特に美味しかった。ボホール島ではチョコレートヒル。ここで私は１，７
００ｍもの展望台にガイドさんに支えられ、一休み、又一休みしながら登ってしまった。そし
て世界最小といわれる「めがねザル」＝ターシャ、お会いした時はぐっすり眠っていました。
またラプラプ／マジェラン記念碑、サント・ニーニョ教会など、セブの歴史も訪ね歩きまし
た。最終日の夜はパーティー、生バンド演奏会や、メイドさん達の歌ったり踊ったりのエネル
ギー＆パワー、私達も一緒、思い出に残る楽しい旅でした。

親子３世代女旅

高所恐怖症の私ですが、飛んでみる
と恐怖感もなく鳥になれた気分でした！

セブの歴史を訪ね歩いたり、
思い出に残る楽しい旅でした！

楽しかったセブ旅行 歓送迎してくれた雷と雨

初体験セレブ旅セブ
ワァ～！！これがセブ島。来て良かった。
メイドさんがついてくれ、ガイドさん、ド
ライバーさんが専属で案内をしてくれ、
これがセレブかと幸せ気分も満喫し、大
満足のセブ旅行でした。シーウォー
カー、パラセーリング、バナナボート。初
体験のマリンスポーツも内心ドキドキ
しながらもやってみると意外と気持ちよ
く「何かあったらどうしよう・・・」と思っ
た事が嘘のようでした。シーウォーカー
では魚に手の甲を喰いつかれてしまい
歯型が残っているのも嬉しい出来事で

した。チョコレートヒル、メガネザルとの出会い、島の船旅も天候も良く、海も穏やかで私達
を大歓迎してくれているようでした（朝は雷が鳴り風も雨も吹き付けていたのに）。アメージ
ングショーは、男性もこんなにキレイ？になれるんだと、あまりの美しさ？に見とれてしまうほ
ど魅力的でした。あれもこれもと体験し疲れて部屋に戻り、オイルマッサージをしてもらって
いる間、本当に気持ち良くウトウトしてしまい体験して良かった！と幸せ気分に浸りました。何
より主人の７４才の誕生日と姪の５９才の誕生日に村松理事より、各々に大きなケーキ、ま
たパーティーまで開いて頂き大感激でした。主人は「丸いケーキのロウソクを吹き消したの
は初めてだ！」とうるうるしていました。スタッフの方々にもダンスや唄で盛り上げて頂き、温
かいおもてなしに心から感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。またセレブ体
験に来られる事を目標にセブ島での思い出に浸りつつ、健康で大らかな気持ちで過ごした
いと思っています。

１，７００ｍの展望台、通訳さんに支
えられながら登る事が出来ました！

人生で 2 回目のセブ島に母が誘って

くれました。2 歳の幼児を連れての海

外旅行だったのと、個人的に行った 6

年前のセブでのイメージがイマイチ

なのもあり、初めは乗り気じゃありませ

んでした。でも、行って本当によかっ

た！海水浴もボホール島も買い物も、

果てはダイビングまで満喫しました。

やりたい事を詰め込みすぎて、毎日寝

不足でしたが、めいいっぱい遊びました。こんなハードスケジュールにお付き合い下さっ

た通訳さんやドライバーさんには本当に感謝しています。またメイドさん達が娘を可愛

がって下さり、言葉の壁を越えて、たくさん遊んでもらいました。まさか 2歳児を連れて、こ

んなにも旅行を楽しめるものかと驚きました。ひとえに現地スタッフさんのおもてなしの

気持ちと誘ってくれた母のおかげです。前回のセブどころか今までに行った海外旅行の中

で特に内容の濃い、充実した思い出になりました。またいつか、今度はジンベエザメに会

いにセブに行きたいです。

メイドさん達が娘をみてくれて、
母とスキューバダイビングを満喫！

セレブ体験を満喫してきました！ また
セレブ体験に来られる事が目標です

２歳児を連れて、こんなにも旅行を楽しめるなんて！！

出発日６月５日（５泊６日）
会員歴１年８ヵ月　島袋さん

出発日6月１０日（４泊５日）
会員歴１４年１１ヵ月　髙見澤さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴３年７ヵ月　黒岩さん

出発日６月１０日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　小澤さん
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８人でのセブ旅行です。今年は行ける

かどうか心配でしたが、来てしまった。

日本は入梅を迎える時期なのに飛行機

から降りると真夏の様な暑さだった。湿

度が低いのでサッパリとしていた。青

い海は日本では見られないくらい“きれ

い”でした。コーラルポイントリゾートに

着くとスタッフの皆さんが迎えてくれま

した。優しくて、若くて、美人なスタッフ

さんでした。夜は指圧や足もみエステ、

こんな体験初めてで、とっても気持ちよくて疲れが一気に取れてしまう。２日目はボホール

島に行きメガネ猿見学やチョコレートヒルにも登ったが、石段が少しきつかった。メガネ猿

は目が大きくて「かわいい」と思った。夜はパーティーをして頂き、食べたり飲んだり生バン

ドの人達の音楽で何もかも忘れて踊ってしまいました。通訳さん、ドライバーさん、スタッフ

の皆さん、楽しかったです。「またもう一度来られればいいかな」と、明日は日本に帰るのだ

と思い、心のこりの夜でした。セブのワールドビッグフォーのスタッフの皆さん、さようなら！

また会う日まで。

セブのワールドビッグフォーのスタッフ
の皆さん、さようなら！ また会う日まで！

羽がはえたようにふわりと海風にのって
心地良かったパラセーリング！笑顔でピース♪

３年ぶりのセブでした。今回はゆっくり

と身体と心を癒してこよう！というのが

目的で本を三冊持ち「読書三昧するぞ」

とセブに行って来ました。朝５時半に

起き、コーラルポイントリゾートのテラ

スから青い空と海を眺めながら読書を

始め、時折すぐ近くで鳴く鳥の声に耳

を傾け、海上をゆっくりと進む手漕ぎの

漁舟に見入ったりしながら本を読む。メ

イドさんにコーヒーをお願いし、朝食ま

で読み続ける。毎朝美味しいマンゴー

等のフルーツを頂き、そしてまたテラスから、海の色が一段と美しくなるのを眺めながら再

び本へ。午後はスーパーに連れて行って頂き、食材を買い、メイドさんに料理をお願いし、ま

た本へ。５日目にはカモテスリゾートへ、島に着くまでの約３時間、両岸に島の緑を見、雲を

見、ゆっくりと進む舟の前を滑走する魚たちをみながらの舟旅でした。澄んだ海を眺めなが

ら妻と二人でプールに入り、ゆっくりと流れる時間を過ごし、一泊してきました。今回はパラ

セーリングに挑戦しました。ちょっと怖かったのですがやってみました。一段と高い所からの

風景は最高でした。こんなレジャーを時折入れて、あとは読書三昧。持って行った本は全部

読み切りました。楽しい充実した時間を有難うございました。

癒された夏休み

初めてのセブ島満喫です♪青い海は
日本では見られないくらい“きれい”でした！

カモテスリゾートでもゆっくり流れる
時間を過ごし、一泊してきました！

リフレッシュ 初めてのセブ旅行

ワクワクドキドキセブ旅行
初めてのセブ島旅行、楽しみ半分、不安

半分でしたが、何回も行ったことのある

関口さんに背中を押してもらい行って

来ました。マクタン・セブ空港に着くと、

ガイドさん、ドライバーさんが待ってい

てくれて至れり尽くせり。コーラルポイン

トリゾートのお部屋も広くて綺麗で、バ

ルコニーから見える景色もオーシャン

ビューで最高！寝る時間がもったいない

くらいでした。羽がはえたようにふわりと海風にのって心地良かったパラセーリング。自分の

手からエサを食べてくれた感激のシーウォーカー。スタッフのみなさんはとても親切で言葉

の壁も感じないほど、とても良くして頂きました。パーティーも生バンドとスタッフで盛り上げ

てくれてとても楽しい時間となりました。やりたい事が多すぎて時間がたりませんでしたが、

やり残した事は、また次回の楽しみにしたいと思います。雄大な自然に触れ合え、癒され、み

んなと楽しい時間を過ごすことが出来ました。ワールドビッグフォーの会員になり、とても素

晴らしい体験ができました。ありがとうございました。

朝５時半に起き、コーラルポイントリゾートの
テラスから青い空と海を眺めながら読書♪

姉が母を連れてセブ島旅行に行くとい

うので、今年の有給休暇はこの旅行に

合わせて取り、早速、会員になって参加

しました。母の足もだいぶ悪くなり、一

緒に支えなければと思いましたが、一

緒に同行してくれたスタッフの方達に

サポートをして頂き、海へも母と一緒に

行けました。船に乗る時は３人のメン

ズに支えられ守られている姿を見て嬉

しくて来て良かったと思いました。セブ

は見るところが多く、島が多いので船の移動。私は小さい時から揺れる船が嫌いで、ヒヤヒ

ヤしてましたが、スタッフの方のやさしい対応で安心して乗る事が出来ました。食事はシー

フードが苦手なので肉や果物を美味しくいただきました。ニューハーフショーでは見応えの

ある内容でした。オプションをつけて見に行って楽しかったです。ボホール島ではランチクル

ーズに生バンドの方の歌、原住民の所では弓矢を思わず買ってしまいました。また本物のジ

ャングルクルーズも楽しみました。普段は家族の為に家事をしていますが、セブではスタッ

フの方達が料理、掃除、洗濯、そして母の付添もして頂け、自分が楽しむ事も出来ました。現

地スタッフと事務局の方のお陰と思いました。少し早い夏休みが皆様の温かい対応によっ

て癒されることができました。ありがとうございました。

ボホール島では、思わず弓矢を買ってしま
いました。飛行機持ち込み大丈夫かなぁ？

ワクワクドキドキセブ旅行！ 雄大な自然に触れ
合え、癒され、みんなと楽しい時間を過ごしました！

普段は家事に追われてますが、セブでは全
てスタッフが・・・自分が楽しめ癒されました！

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　橋本さん

出発日６月１６日（４泊５日）
会員歴９年　渡辺さん

出発日６月１４日（８泊９日）
会員歴５年２ヵ月　山本さん

出発日６月１６日（４泊５日）
会員歴３年８ヵ月　井田さん
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６月２０日マクタン・セブ国際空港に
着き、大勢の人の中から通訳のリサさ
んが声を掛けて下さり、ホッとした。フィ
リピン料理を頂き、コーラルポイントリ
ゾートに到着。カラチュチの木と大きな
扉、車から降りると何人かのメイドさん
達が出迎えて下さり、部屋に着くと早速
美味しいマンゴージュースに感激！今
回二度目のセブで、前回ボホール島や
パラセーリング等いろいろ体験したの
で、今度は「ゆっくり、のんびりしましょ
う！」と言いつつ、翌日、フットマッサー

ジ、射撃、サン・ホセ・パリッシュ教会に連れて行って頂き、それでも早めに帰って来て、広
い庭園を散歩したり写真を撮ったりした。３日目はバンカーボートでパンダノン島へ行き、
メイドさん達が用意してくれた食材でバーベキューをして下さり、とっても美味しく頂き、ギ
ターの弾き語り？の人が居て、曲に合せてミニダンスパーティーをしたりして楽しい時間を
過ごさせて頂いた。フットマッサージが１時間、とっても気持ちよかったので次の日も又行
き、その後お土産用の買い物をして昼食にはチャイニーズレストランへ。夜はワールドビッ
グフォーの御好意で和食の夕食を頂き、夜はカラオケに行き、歌って踊ってあっと言う間の
５日間だった。陽気な通訳のリサさん。運転とダンスが上手なドライバーのレオナルドさ
ん、笑顔が可愛い２人のメイドさん、最後になってしまいましたがステキなメイド長のアイ
リーンさん、大変お世話になり、ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

パンダノン島へ行きバーベキュー！ 曲に合せて
ミニダンスパーティーをしたりして楽しい時間でした♪

ボホール島では現地民族の楽器を叩いて写真を撮っ
たり、メガネ猿を見たり、あまりの小ささにビックリ！

私達は５月２４日から２８日まで６人
でセブ島に行って来ました。天候に恵
まれたのが何よりでした。マクタン・セ
ブ国際空港に到着すると、日本では経
験のない「ムーンとした熱風」のような
ものを感じましたが、現地で出迎えてく
れた通訳さんの笑顔を見た途端、ホッ
としたのか、そんな熱気も次第に違和
感がなくなりました。夕食時だったの
で、通訳さんの案内で食事を済ませ
コーラルポイントリゾートまで直行しま
した。通訳さんによるメイドさん達の紹
介、笑顔のメイドさん達にはとても親しみを感じました。夜は出発前の家での準備の疲れも
あり、ぐっすりと眠ることが出来ました。翌日はパラセーリング、シーウォーカー、バナナボート
など、今まで味わうことの出来ない体験をすることが出来ました。午後からは買い物、ニュー
ハーフショー、お腹の底から笑い転げました。次の日は世界一小さなメガネ猿を見る為、ボ
ホール島に行きました。どこに居るのか分からず、職員の人に教えてもらいやっと気がつき
ました。そして昼食は船上でのバイキング、美しい景観を見ながら生バンドの演奏、帰りは沢
山の丘が連なるチョコレートヒルズを車窓から眺め、なんとも不思議な感じがしました。最
終日の前日は舟で無人島までバーベキューに行き、準備が出来るまで綺麗な海で思う存分
泳ぎました。夜はサヨナラパーティーで生バンドの演奏、フィリピン料理を頂き、メイドさん
達と一緒に、生バンドの演奏に合わせて踊りました。本当に楽しいセブ旅でした。

楽しかったセブ旅行

二度目のセブは「ゆっくり、のんびりしましょう！」と
言いつつ、本当にあっと言う間の５日間だった♡

セブではパラセーリング、シーウォーカー、バナナ
ボートなど、今まで味わうことの出来ない体験をしました！

楽しかったセブ旅行 再びセブに来られて最高！！

いざ、セブへ レッツゴー
今回は、同級生２人と４泊５日の「旅の
始まり始まり～」。海外へは何度も行っ
ている同級生２人が感動し、かなり興
奮している様子でした。私自身もセブへ
は３回目ですが、初めて来た様な気分
なのは、両手に花ならぬ、両手にイケメ
ンだからだろうか？初めて行くカモテス
もステキなリゾートハウスで美味しい
海鮮料理で昼食をとり島内観光、潮風
を浴びながら船に揺られてコーラルポ
イントリゾートに到着。翌日は、ボホー
ル島行きの為はやく就寝。ボホール島

では現地民族の楽器を叩いて写真を撮ったり、チョコレートヒルやメガネ猿を見たり、あま
りの小ささにビックリしました。もう一つビックリした事が、「日本の５０～６０年前だろう
か？」と思い懐かしかった耕作風景。田植え前のすきを牛でやり、人の手で田植えをしている
のを見て、ふと両親を思い出し、自分が年をとった事を思い知らされた様な気持ちでした。
午後はあいにくの雨でしたが素晴らしい１日でした。又、２晩しか経っていないのに日本食
が恋しくなり、夕食にソーメンやらカレーライスを食べ、メイドさんにも日本米のカレーや魚
の缶詰を御馳走したら大変美味しいと喜んでもらい楽しかった。中３日がアッという間に過
ぎ去ってしまった。今も余韻を感じながら、又セブに行くぞ！と張り切っている毎日。セブへは
一度行って楽しさを知っている孫が、学校を休んでまでも行きたがっていたので楽しかった
話も出来ず、一人で思い出し笑いをしたり、ニヤニヤしている今日この頃です。

ボホール島では、美しい景観を見ながら船上で
のバイキングを堪能！現地の方と記念撮影♪

４泊５日で妻と長男の３人、友人の斉
藤さん、宍戸さん、石原さんと６名で
のセブ旅行でした。早朝４時３０分に
自宅を出発し成田空港からマクタンセ
ブ国際空港に到着。出迎えてくれたの
は通訳のシャローンさんと云う人でし
た。始めてなのに私達を快く出迎えて
くれました。到着したのが遅かったの
でフィリピン料理を頂き、そのまま宿
泊先のコーラルポイントリゾートへと
向かいました。大勢の若いメイドさん
達のお出迎えを受け、そして美味しい
マンゴージュースを頂きました。何と美味しかった事か、あの味は一生忘れる事が出来ま
せん。その後、明日の予定を確認して休みました。２日目はマリンスポーツで楽しみまし
た。シーウォーカー、パラセーリング、バナナボートなどで楽しみ、夜はニューハーフショー
を楽しみました。３日目はボホール島でメガネザルのターシャに会いに行ったり、ロボク
川では船上レストランでバイキング料理を頂き、又、先住民の踊りで楽しんだり、最後には
チョコレートヒルを見学して楽しい一日でした。４日目はパンダノン島でのバーベキュー
と海水浴も楽しみ、夜にはセブ滞在最後のサヨナラパーティーと、とても楽しかったです。
沢山の料理を頂き、若いメイドさん達と一緒に踊って一生忘れられない思い出になりまし
た。最後に４泊５日と云う短い旅行ではありましたが、通訳のシャローンさん始め、皆様
方にはいろいろとお世話になりました。又機会があればもう一度、セブ島に行ってみたい
です。本当に有り難うございました。

４泊５日、妻と長男の３人、友人との６名でのセブ旅行でした！
機会があればもう一度、セブ島に行ってみたいです♪

同級生２人と４泊５日の「旅の始まり始まり～」。初めて来た
様な気分なのは、両手に花ならぬ、両手にイケメンだから？

朝食でのマンゴージュースはとても美味
しかったです。あの味は一生忘れません！

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　近藤さん

出発日６月２０日（４泊５日）
会員歴６年７ヵ月　速水さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　宍戸さん

出発日６月２８日（４泊５日）
会員歴５年６ヵ月　贄田さん




