
大自然が誘うワールドビッグフォー・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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ごあいさつ
素晴らしい景観に心も和むワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

アジアの中で海外旅行者から人気を誇るセブ島は、大自然が彩る南国のオアシス。
豊かな自然環境は皆様を心身共に安らぎへと包み込み、セブ島旅行が初めての方でも笑顔が
溢れる楽しいひとときをご満喫頂けます。またセブ島に広がる大自然の恩恵は私達の体調管理にも
最適！１年を通して温暖な環境の中での体力づくりは勿論、定期的な滞在で健康を育む元気な身体は
掛け替えのない健康長寿へと導きます。是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートへ！日本から
僅か４時間、渡航利便性の向上により更に身近になりましたセブ島、日比両国間の友好関係も良好で
今後のフィリピン経済発展の魅力は、弊社にとりましても明るい未来へと繫がることでしょう。

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。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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～

＜編集後記＞
南国セブで思いっきり羽を伸ばす自由時間！心も体も癒されるひと時を究極のリゾート・ワールドビッグフォー
リゾートでお過ごし下さい。大自然に包まれたコーラルポイントリゾートのテラスからは静かな大海原が広がり、
雄大な眺望をいつでもお楽しみ頂けます。ご家族・ご友人とのこころに残る素敵な時間をお過ごし下さい。
ご予約は最長３６０日前から可能です。毎年２月から４月、及びピークシーズンは大変混雑が予測されます。
なるべく早期でのご予約をお勧め致します。ご不明な点は、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（木）より通常営業致します。　　　　　　　                  編集担当　齊藤充彦

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。
①上記料金は平成２９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）

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１５：３０

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・森田
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両親に誘ってもらいコーラルポイ
ントリゾートに５泊しました。４歳
の息子は初めての海外旅行。パラ
ワン島から合流してくる両親と同日
に着くフライトが取れず、２人だけ
で１日前倒しの到着でしたが、空港
に通訳のリサさんが迎えてくれ、コ
ーラルポイントリゾートでも沢山の
メイドさん達が出迎えてくれホッと
しました。スペシャルビラが広くて
豪華でビックリ！朝起きたら朝焼け
と目の前に広がる海に感動しまし
た。息子がメガネザル（ターシャ）を
見たいと言うので、次の日ボホール

島へ。前日着いてからリサさんに観光の相談をしたら直ぐに船のチケットや島での
車を手配してくれ、当日も案内してくれて本当に助かりました。ボホール島では教
会やバタフライセンター、ロボック川クルーズに絶景のチョコレートヒル等を観
光。そしてかわいいターシャ。やりたかったことを全て盛り込んでくれ、息子も念願
のターシャに会えて喜んでいました。両親とも合流し、次の日はパンダノン島へ。水
嫌いな息子も遠浅で穏やかなエメラルドブルーの海だったので入って遊ぶことが
できました。貝拾いや砂遊びを楽しむ姿が見れて良かったです。４日目には息子を
両親が見てくれたので、１０年来となるダイビングができ、セブの美しい海を堪
能。マッサージにも行き子育て休みで癒されました。どんな要望も汲み取り叶えて
くれた通訳のリサさんとドライバーさん、お世話をしてくれたメイドさん達のおか
げでセブを満喫でき感謝しています。殿様旅行とはこのこと。息子も異文化を体験
できて良かったです。

水嫌いな息子も遠浅で穏やかなエメラルドブルーの
海では、貝拾いや砂遊びを満喫することができました♪

バイバイパーティーでは彼女達が持って生まれた
素晴らしいリズム感でダンスを披露してくれました！

４年前から参加して、超がつく程楽
しい思い出ばかりでした。今回は息
子の卒業と母親の初海外旅行を１
年前より計画。総数９名に拡大して
の４泊５日。毎日晴天が重なり、島
でのバーベキュー。そこでドライバ
ーさん、船頭さんも一緒になりビー
チバレーを家族と共に本気で試合。
強風のためか思い通りにいかない
事ばかり。それを観ていた仲間は腹
をかかえて笑っていました。その後
射撃、買い物と一日が充実。翌日は
海遊びに、船員さんと友達になり、
パラセーリングでは高くしたり、低くしたり、海に落としたり。バナナボートでは転覆
も経験と、予想外の事ばかり。楽しかった！！夜からは焼肉パーティー、息子達の４人
が本領発揮し、予想通り食べまくりました。パワーを付けた若者は、夜中通しで踊り
に・・・ただ笑って送りました。４日目は予定無しに、ところが買い物や行きたい所等
が更にありで、結果夕方まで外出に。でも疲れない。サヨナラパーティーでは更に
息子達とメイドさん達がパワーアップしまくり。そこにドライバーさんの全て良しの
パフォーマンスで半端ない状態になり、親達も笑いまくりでした。すごすぎる状態で
す。本当に感謝です。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達に心からありがとうと
言いたいです。最後に母親、妹の誕生日サプライズを設けて頂き、やっぱり感謝で
す。それと息子達の究極のリゾート経験を、今後に役立ててくれれば満足です。必ず
再びセブ島へ！！

セブ最高！！

どんな要望も汲み取り叶えてくれて感謝してい
ます！ 息子も異文化を体験できて良かったです♪

母親、妹の誕生日サプライズを設け
て頂き、皆さんに心からありがとう！

再びセブ島へ 息子の初海外旅行

おもてなし
「今着いたよ」午後１０時過ぎ「おか
えり」娘達の声、アイリーンさんを先
頭にメイドさんが５～６人出迎えて
くれる。自宅では先ず無い。そして皆
笑顔だ。荷物を受け取りワイワイし
ながら応接室へ。直ぐにコーヒーと
お茶を頂く。身が美しい躾（しつけ）
が上出来なのには頭が下がる。朝起
きるとまもなくシャツや下着、靴下ま
でもがアイロンしてある。自宅では先
ず無い。私の出来ることは１００ペ
ソのチップを渡すことぐらい。ありが
とうを添えて。僅か２３０円、セブで
はどれだけ価値が有るものだろう。

彼女達はスマホを持っている。世界の価値観は総てわかっています。が、しかし屈託
が無く陽気にお喋りしながら料理をしたり掃除をしたり。日本語も良く勉強していて、
アイリーンさん、そして通訳ガイドになったノバさん、ミッシェルさんは特に気が利く
し、やる気に満ちている。バイバイパーティーでは彼女達が持って生まれた素晴らし
いリズム感でダンスを披露してくれる。相当練習しているのでしょう。うらやましい位
のしなやかさで魅了してくれます。心のしなやかさが表れるのでしょう。日本人が忘
れかけている人との触れ合い、隣人との親近感、親子の仲、そんなものを総て引き受
けてくれるコーラルポイントリゾートの仲間、そして朝から夜まで私達の我儘をたっ
た一言「だいじょうぶ」と言って世話をしてくれる通訳のリサさん、ドライバーのアー
ネルさん、これだけ働いたのに給料の殆どは親に渡し、チップで生活を賄っている。
親孝行で親切で働き者で親日家で、これじゃ、ワールドビッグフォーが伸びないわけ
ありません。

今回は息子の卒業と母親の初海外旅行を１年前より計画。
総数９名でセブ島へ！ 優しくて力持ちの妻と記念撮影♪（笑）

おばあちゃんと親戚９名でセブ旅

行。毎日マンゴーが朝食に（∧∧）

最高！！部屋の前はプール。朝、目覚

めるとプールへ・・・もう最高！！船で

島へ渡り、従兄弟とビーチバレー。

最高に楽しい！！パラセーリングにもチャレンジ。その後は射的。本物のライフル、ピ

ストルを持つ手は・・・。夜はディスコに。朝方まで踊り、楽しい時間を過ごしました。

５日間いろいろ楽しい事を沢山やったなぁ～。初めてのセブでしたが、海はきれ

い、食べ物は美味しい、通訳さん、ドライバーさん、メイドさんも最高！！また行きま

すよ。絶対セブに！！本当に楽しかった！！

通訳さん、ドライバーさん、メイドさんも
最高！！ また行きますよ。絶対セブに！！

いつも朝から夜まで私達の世話をして
くれる現地スタッフの皆さん、ありがとう！

本物のライフル、ピストルを持つその手は・・・

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　関さん

出発日３月２４日（５泊６日）
会員歴５年１ヵ月　深谷さん

出発日３月２２日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　小谷さん

出発日３月３０日（８泊９日）
会員歴１２年８ヵ月　山嵜さん
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雪がしんしんと降りつづく冬、私は
いつもセブ島を思い描いていまし
た。春になったら、セブ島に行く！辛
い冬を乗り切る私の秘訣でした。そ
の夢が叶い、３回目のセブ島に行
って来ました。コーラルポイントリ
ゾートに着き、車から降りると『おか
えりなさ～い』とメイドさん達がす
てきな笑顔と元気な声でむかえて
くれました。なんだかなつかしい我
が家に帰って来たような、あったか
～い気持ちになりました。『おかえ

りなさ～い！』はなんて素敵な言葉なんでしょう。部屋に着くとおいしいマンゴージ
ュースを頂き、セブ島に着いた実感が沸いて来ました。今回は大空に舞い上がる
パラセーリングをしました。３６０度遮るものがなく、鳥になった気分でした。それ
からバンカーボートに乗ってシュノーケリングで海に浸り、今度は魚になりました。
船に乗り、風を切って前進すると、まるで「石原裕次郎」や「加山雄三」になった気分
です。思わず、海の歌を歌ってしまいました。他の日にはコーラルポイントリゾート
のバルコニーでお茶を頂きながら読書三昧。今までの人生でこんなにもゆっくりと
のんびりした事があっただろうか。心も体もリフレッシュしてきました。行方会長
様、ワールドビッグフォーのスタッフの皆様、そして同行して下さった皆様に感謝、
感謝の気持ちで一杯です。本当に有難うございました。

大空に舞い上がるパラセーリングをしました！
３６０度遮るものがなく、鳥になった気分でした♪

私達が乗っている飛行機だけが停
まっているカミギン島の空港です！

忙しい３月、あたふた過ごし、孫の
合格祝い、入学祝いを済ませてセ
ブへ。先に行っていた朝田さんの出
迎えを受け、通訳のリサさんに思わ
ずハグ。「お帰りなさい」メイドさん
の出迎えで、セブに来れた！と実感
しました。今回はレイテ島に行って
来ました。何ヵ所か観光しました
が、サビーン直営農場のパイナップ
ルは甘くて、水々しく、芯まで柔らか
く最高に美味しかったです。一泊し
てコーラルポイントリゾートに戻
り、のんびり過ごしました。サミットの最中だとの事。各国の国旗が揺れ動き、バイ
ク、車、そして警察官がすごく多く、海には軍艦が停泊し、いつもとは違う雰囲気を
味わう事が出来ました。コーラルポイントリゾートは２４時間、ガードマンさんが見
守ってくれているそうです。待ちわびたダンスでは、セブだけの楽しみのジェルネイ
ルをして、南国のダンスに酔いしれました。さよならパーティーはバースデーパーテ
ィーをして頂きました。統括の朝田さん、サプライズありがとうございました。食事
に洗濯に何かとお世話になったメイドさん、夜遅くまで付き合って下さった通訳の
リサさん、ノバさん、ドライバーさん、本当に有難うございました。そして最後まで
サポートしてくれた友人に心から感謝しております。楽しい楽しいセブになりまし
た。

１１回目のセブ旅行

セブ島で夢の休日♪今までの人生でこんなに
もゆっくりとのんびりした事があっただろうか…

サビーン直営農場のパイナップルは甘くて、水々
しく、芯まで柔らかく最高に美味しかったです！

ウキウキ  ワクワク  セブ旅行 セブ島で夢の休日

遊び盛りの兄（アン）ちゃん達と最高の旅
暗き朝、急ぎ飛び起きマクタンへ。朝
日を浴びて、カミギン島へ。飛行機は
緑の中に入って行く。私達が乗ってい
る飛行機だけが停まっている。初めて
の島、緑がいっぱい、空気がおいしい！
ここで３泊出来る！嬉しいな。観光ス
ポットは何処も空いていてゆっくり歩
ける。海、空、山が美しい。オートバイ
に屋根を付け、５～６人乗れるので、
私達８人はぎゅうぎゅう詰めで乗せて
もらう。バイクが走っているが３～４
人を１台に乗せている。すれ違う時、
お互い「ハロー！」と手を振ると、笑顔
で手を振ってくれる嬉しいコミュニケ
ーションでした。さて島から帰ると、遊

び盛りの兄ちゃん達はバディアンゴルフリゾートに出掛けた。私達は大富豪の別荘で念
願だった優雅な生活をする。６階のテラスで朝日を迎え、夕日を送る。食堂のテラスから
はカモテス島、ミンダナオ島が見える大海原！昼間はスペシャルビラ専用プール、又温泉
効果のある海水プールへとコーラルポイントリゾート内のプールに入り、まだ別荘の中
はよく知らないのでメイドさんに案内して頂き、南国情緒を満喫しました。兄ちゃん達と
合流してナルスアンへ、長く白い桟橋が見えるその前で兄ちゃん達は海に潜ってウニ漁
です。船からもウニが良く見えますがなかなか！苦労して獲ったど！の喜びの声でウニを
食す。美味でした。それからシュノーケルを山岸さんからお借りして、魚達と散歩です。こ
の年になって初めての体験が出来ました。もう感激！！ワールドビッグフォーを紹介して
下さった、小林さん、山岸さんありがとうございました。スタッフの皆様、会社の皆様、楽
しい思い出をありがとう。感謝！感謝！です。通訳のリサさん、一緒に泊まって下さって楽し
かったです。最高の旅をありがとう！毎日思い出し笑いをして楽しんでいます。

さよならパーティーはバースデー
パーティーをして頂きました♪

今年も毎年恒例のセブ旅行に行っ

て参りました。今回で１１回目とな

りました。いつもの仲間８名で楽し

い旅行でした。今年は少し違った所

へ連れて行って貰い、キレイな景色

と楽しい経験をさせてもらいまし

た。食事も毎回行っている所ではな

く、初めての所へ行き、美味しい物

をたくさん食べる事ができました。中でも、大阪出身の日本人が経営している焼肉

屋の店主にとても良くしてもらい、地元の雰囲気での食事が楽しめました。毎年少

しずつ初めての場所に挑戦し、セブの新たな発見を楽しむ事ができています。通訳

さん、ドライバーさん、メイドさん、たいへん良くして頂きありがとうございました。

そして、ワールドビッグフォー様に感謝です。ありがとうございました。

今回で１１回目！毎年少しずつ初めての場所に挑
戦しています！ワールドビッグフォー様に感謝です！

大富豪の別荘で念願だった優雅な生活！リゾート内
全てのプールに入って南国情緒を満喫しました♪

美味しい物をたくさん食べ、キレイな景色と楽し
い経験！いつもの仲間８名で楽しい旅行でした！

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴１１年２ヵ月　佐藤さん

出発日４月６日（１０泊１１日）
会員歴２年　山田さん

出発日３月３０日（８泊９日）
会員歴６年６ヵ月　蒔田さん

出発日４月１７日（９泊１０日）
会員歴７年９ヵ月　徳竹さん
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今回初めての主人と共に、二度目の
息子と娘、三度目の私の４人でセブ
島に行って来ました。マクタン空港
で通訳のリサさんに迎えられ、フィリ
ピン料理で夕食をすませ、コーラル
ポイントリゾートへ！！今回初めてス
ペシャルビラに泊まるということ
で・・・。次の日、朝７時にバディアン
ゴルフリゾートに向かい出発、１１
時半からむし暑い中でゴルフをし、
終わってから明日のゴルフに向け、
入念にマッサージを受けました。二

日目のゴルフを済ませ帰る時、沢山の人達がバディアンゴルフリゾートに泊まりに来
ました。結婚式の後で、ここで披露宴をするんだと通訳さんが言っていました。バディ
アンゴルフリゾートは遠いので途中、昼食、夕食を済ませ、デパートに寄ってコーラル
ポイントリゾートに帰りました。２日分のゴルフの洗濯物を頼み、それぞれの部屋で
横になりました。次の日はシーウォーカーとパラセーリングを楽しみ、洋上でのバー
ベキューを堪能しました。一度目は雨のため、二度目は強行スケジュール、三度目は
ゴルフがメインだったので、カモテス島とボホール島に縁が無かったので四度目は
絶対に実現させたいと思います。最後にリサさん、ドライバーさん、メイドさん達に
本当にお世話になりありがとうございました。

家族４人でショッピングをしたり、
食事をしたりして楽しみました♪

初めてセブに訪れ、美味しいマンゴーを食べながら船
の中から見た海は、まさにセブに来た実感である♪

初めてのセブ旅行です。今回は８
名の内、初めての人は２人だけで
他の人達は何度も経験しているメ
ンバーなので安心して行くことが出
来ました。先ず現地に着いて人が多
いこと、タクシーと呼ばれる小さな
三輪車に入り切れない程の人達。
車の枠に捕まって立って乗っている
人の多いことにびっくりしました。
交通違反は関係無いのかなと思い
ました。翌日、カミギン島に行き温
泉巡り。日本の温泉とはイメージが
違い、自然のプールの様で水温は
冷たく、温まるという感じではなか
った。次に大きな滝を見学に行き、滝壺近くまで入ったり、写真を撮ったりして楽し
みました。１９日にホワイトアイランドに行き、海中の様子を見ました。水は澄んで
おり、魚もサンゴも又、ヘビのような長い生き物もたくさん見る事が出来ました。翌
日小さな三輪タクシーに乗って、買い物に行きましたが、何とか走ってくれて安心し
ました。２２日にはバディアンゴルフリゾート、晴天の中で楽しいゴルフの一日でし
た。２４日にはナルスアンアイランドへ行き、海に入ってウニ獲りをしましたが難し
かった。その後、桟橋から海に入った所、魚が近くに寄って来て驚くと同時に珍しい
体験をすることが出来ました。他にも色々と観光しましたが、最後の夜のさよならパ
ーティーは大変盛り上がり、バンドとメイドさん達のダンスに負けずに、我々もハー
モニカの演奏で日本の歌を歌ったりして、楽しいひとときを満喫しました。こうして
心ゆくまで初めての究極のリゾート、コーラルポイントリゾートを体験し、今後又機
会あれば参加したい。

☆ありがとう☆

今回はゴルフがメイン。次回はカモテス
リゾートやボホール島に絶対行きます！

晴天の中、バディアンゴルフリゾート
で仲間と楽しいゴルフの１日でした！

心ゆくまで究極のリゾート体験 家族４人、セブでゴルフ！！

躍動のセブ
戦後の日本は貧しくて何もなかった
が、町は若者達で賑わい、活気で溢
れていたし笑いもあった。今はどう
だ。若者達が少なくなり活気も減り、
人々は下を向いて歩いているように
見える。と父が良く言っていたことを
思い出す。しかしセブに来てみたら
驚いた。町は若い人達で溢れ、活気
に満ち溢れていた。道路を走る車や
バイクが我先にと急いで行く姿は躍
動感を感じる。セブに来て足裏マッ
サージを受けたが、リラックスしなが

ら角質が取れて自分の足が入れ替わったように気持ちの良い足となった。日本では
嫌がられる仕事だと思われるが、親切丁寧に客に接する姿は真面目さと人の良さを
感じる。日本の歌に人は石垣、人は城と言う歌（武田節）があるが、国の根幹をなすも
のは人である。ここセブには躍動感あふれる良い人材ときれいな海がある。発展しな
いはずは無いと思う。バランスの取れた発展を遂げて貰いたい。そしてまた発展した
セブを見てみたいと思う。初めてセブに訪れ、セスナ機から見た幻想的な海と美味し
いマンゴーを食べながら船の中から見た海は、まさにセブに来た実感である。旅の
醍醐味を感じた良い旅だった。仲間のみなさんの格式ある冗談で笑わせてもらいま
した。楽しかったです。ありがとうございました。

初めてのセブ島を心行くまで満喫！カミギン島に渡り温
泉巡りをしたり、ナルスアンではウニ獲りも体験しました！

約３ヵ月ぶりに訪れたセブ。今年の
１月初めて訪れた時は、あいにくの
雨。サンサンと輝く太陽の下で、極
楽三昧を期待していた私は、少しが
っかり。その時に４月が一番暑くて、
降水量も少ないと聞いて、必ず４月
に訪れると決心しました。早速４月
後半、私の誕生日に合わせて。航空
チケットの予約を入れました。私は
決めたら行動が早いのです。今回
のお部屋は、目の前に広大な庭が
広がり、その先に海が見渡せるお部
屋でした。緑と海が繋がっている自
然観溢れる素敵なお部屋。ワールドビッグフォーのスタッフの方々に大感謝です。
毎朝、メイドさんに野菜とフルーツたっぷりの美味しい朝ごはんを作って頂きまし
た。ミラナは、前回もお世話になったメイドさん。とてもかわいい。２７日の私の誕
生日は、メイドさん、通訳さん、運転手さんと一緒にランチバイキングを楽しみまし
た。お天気も良く目的通り、プール三昧の日々。朝食前からしっかり泳ぎました。セブ
の海はとても綺麗。海に浸かるとミネラル効果でお肌はサラサラ。気分もスッキリ。
１月に訪れた時も、今回も１人で滞在。次回は何人かのお友達と一緒に来られたら
な～と思いました。次回はアイランドホッピングを楽しみたいな～。来年も４月頃
にまた訪れることが出来たら幸せ☆セブへの旅によって、私の新しい幸せの扉が開
きました。お世話になった皆さま、ありがとうございます。

私の誕生日は、スタッフの皆様と
ランチバイキングを楽しみました！

夫婦で足裏マッサージ！ リラックスしながら角質が取れて
自分の足が入れ替わったように気持ちの良い足となった！

今回は降水量が一番少ない４月に訪れ、
お天気も良く目的通り、プール三昧の日々♪

出発日４月２５日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　庵田さん

出発日５月２５日（４泊５日）
会員歴１５年６ヵ月　石口さん

出発日４月１７日（９泊１０日）
会員歴３年９ヵ月　吉越さん

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴１０年１０ヵ月　木村さん
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自転に逆らい４時間、自転を追いか
け５時間半のセブ往復空の旅。齢８
０を超え、身の回り品を運ぶのに息
切れする体力に不安を感じながら、
前回に続き家族６名での４泊５日の
旅行となった。２月２１日、上越新幹
線、成田エクスプレスを乗り継ぎ成田
空港へ。途中、越後湯沢駅付近は猛
吹雪。トンネルを抜けたら晴天、まず
は祝福を頂いたと感謝。１４時２０
分搭乗、１８時半現地マクタン・セブ
国際空港到着。前年お世話になった
通訳の出迎えを受け、早速フィリピン
料理店で夕食会。見る物食べる物珍
しいものばかり。翌日の日程もありコ
ーラルポイントリゾートへ。ビールは
やはり日本がうまい！２月２２日、息

子とゴルフ。女性キャディー２人の至れり尽せりのサービス、スコア度外視で満喫。プレ
ー中、コース内の所々に放し飼いの兎・鶏・山羊が遊んでおり時にはグリーン上で寝そ
べり休息しているものも居て日本では見られないノンビリムード漂う場面に出会った。
残った４人は島内観光巡り。２月２３日、４時半出発。強行日程だが、目玉観光のジン
ベエザメを見るため。沖合１００メートル位の所に５～６メートルのジンベエザメ君
がアッチコッチに悠然と回遊していて、時には２メートル位まで近づき愛想を振りま
く。元来、ジンベエザメの性格はおとなしいと言われているが、悠々と泳ぐ巨体は海の
王者の貫禄が溢れていた。ジンベエ君は、現地では最大の観光資源で長期に渡る餌付
け・訓練を要し、大切に扱われていると聞いた。２月２４日は、またゴルフ。終わって家
族と合流。家族はマリンスポーツで時間を過ごす。合流後、浜辺にて新鮮な海鮮類でバ
ーベキューを楽しみ、夕食は場所を変えて日本料理店「のん気」で帰国前の「晩さん
会」。４泊５日の日程を無事終了した。帰国日、朝５時出発し７時半搭乗、１３時半成
田到着。１９時に無事我が家へ到着しました。セブ島の皆さん、一生のいい思い出を
沢山ありがとうございました。セブ・マクタンに栄光あれ！！

セブ島の皆さん、一生のいい思い
出を沢山ありがとうございました！

１１月にはまた来ようと、
友達から誘われています！

２度目のセブも大満足でした。今回
はなんちゃってヤングチームとゆっ
たりチームに分かれて行動しまし
た。初めて参加のなんちゃってヤン
グチームは、パラセーリングやシー
ウォーカー、ボホール島でターシャ
やチョコレートヒル他を観光してき
ました。私は本当のヤングなのでパ
ラセーリングやその他も体験した
かったな！とも思っています。私達
ゆったりチームは大イベントのセス
ナに乗り、上からチョコレートヒル
や綺麗な島々を見ました。私にとっ
てはとても贅沢な事をしてしまった
なぁ～と感じましたが、せっかくなのでと思いチャレンジしました。パイロットの方
が面白い事をして下さいました。ジェットコースターの高級な感じとでも言いましょ
うか？スリルがあって私は『もっと！もっと！』と思いました。そして船にも乗って日本
人が島を買ったというカオハガン島に行ってきました。その時にハプニングもあり
ましたが、それも良い思い出になりました。今回は空から海からと存分に楽しめま
した。アッ！今回も！でした。それと私はマルコポーロホテルのバイキングが大好き
で今回も食べました。それと今回２度目なので、１回目お世話になったリサさんや
ミッシェルさん、ドライバーのナルドさんにまたお会い出来た事もとても嬉しかっ
たです。最後に今回も池田さん、池野さん、木村さん達に本当にお世話になり心か
ら感謝しております。そして今回も夫や子供を日本に残して私だけ楽しませていた
だきました。有難うございました。

初めてのセブ＆感動のＢｉｒｔｈｄａｙ

息子とゴルフ。女性キャディーさんの
至れり尽せり、スコア度外視で満喫！

私はヤングですがゆったりチームの大
イベント、セスナに乗り楽しみました！

２度目のセブも・・・ 再度セブの旅

あゝセブ島！
半年も前からセブ島へ行こうと、娘と
約束をしていた。やっと行く日が来た
時は、８名の団体になっていた。マク
タン・セブの空港へ着いて、会社の
方、通訳さん、運転手さんに迎えら
れ、「やっと来ましたよ」と挨拶をす
る。空港からコーラルポイントリゾー
トのスペシャルビラに着くまで、車の
多い事にびっくり。バイクは２人乗り
なら分かるけど、３人乗りに又びっく
り。乗り合いバスは軽トラを改造した
ような車に、ぎっしり１０人位が乗っ
ていた。日本では許可がおりないだろ
うなと思うような作りだ。そして私の

部屋は、マリーアントワネットが寝るようなキングサイズベッドに、『落ち着かないだろ
う…』と思っていたら、朝までグッスリ、ゆったりで、なんとスッキリ目覚める。買物ツア
ーから始まり、２日間はセブ市内を見て、島の名物に舌鼓！次の日は晴天で海水浴。海
に入るなり体の中にスーッと水が染み込む。足元が見え、サンゴ岩なのか平坦な白い
岩がずっと続いて歩きやすかった。私をはじめ皆も子供に返ってはしゃいだ。この海だ
けでも来たかいがありました。勿論「メガネ猿」、「チョコレートヒル」、初めて見る物に
目は開きっぱなし。船の中では大学生と身振り手振りでお話して大笑い。メイドさん達
は可愛くて、日本へ連れて来たいほどだった。私の友達はもう１１月にはまた行こうと
誘ってくれた。大勢のフィリピンの皆様にお世話になりました。遠藤理事さんにもお礼
を申し上げます。これからもよろしく。

今回も夫や子供を日本に残して私だけ楽しませて
いただきました。家族の皆さんこんな私を許して！

私がワールドビッグフォーに入会し
たのは半年前でした。サークルのお
友達に紹介していただき、セブ島の
楽しい旅のお話を伺いとても魅力を
感じました。それが半年後に実現で
き、しかもサークルの皆さんと一緒
に行けることになり喜びもひとしお
でした。憧れのセブには夜到着！フィ
リピン料理を堪能した後、コーラル
ポイントリゾートのお部屋でマッサ
ージを受けました。これで旅の疲れ
が癒され、セブライフの良いスタートがきれました。翌日より、シーウォーカー、パラセ
ーリング、ロボク川クルーズ、市内観光、ショッピング等、盛り沢山のスケジュールでし
たが、とても満喫した時間でした。この旅行中に誕生日が重なり、家族共々淋しさを感
じていましたが、それを吹き飛ばしてくれたのが二つのバースデーパーティーでし
た。前日はレストラン、当日はさよならパーティーで、皆さんにお祝いをしていただき
ました。これは私にとって一生忘れられない出来事になりました。ありがとうございま
した。あっという間の５日間でしたが、素晴らしい体験の数々、お友達との楽しいひと
ときは、最高の思い出となりました。本当にありがとうございました。感謝です！！

入会して半年でサークルの皆さんと
憧れのセブ島に行けて幸せでした！

「セブ島へ行こう！」と娘と約束して半年…。やっ
と行く日が来た時は、８名の団体になっていた！

お友達の皆さんが私の誕生日を祝ってく
れました。一生忘れられない思い出です！

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　大野さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　横山さん

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴８年３ヵ月　牧野さん

出発日２月２２日（６泊７日）
会員歴１年３ヵ月　浜田さん
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家族３人、初めてのセブ島旅行。娘は
まだ１歳なので、海外旅行には不安
がありました。しかし、義母からの新婚
旅行のプレゼントということで、喜ん
で行くことに。現地に着いて通訳さん
が待っていてくれたので安心しまし
た。フィリピン料理を食べるのは初め
てでしたがとっても美味しくて、滞在中
何度も食べました。特に気に入ったの
が、パンシットという焼きそば。インス
タント麺も購入しました。ドライバーさ
ん、通訳さんもお子さんがいるという
ことで、娘がぐずっても笑顔であやし

てくれて本当に助かりました。私達が買い物をしている最中もずっと抱っこしたり、遊んで
くれていたので、普段２人では出来ない買い物もゆっくり出来ました。メイドさんも娘と
遊んでくれて、とってもなついていました。コーラルポイントリゾートのお部屋はとっても
大きくて、毎日ゆっくりした時間を過ごす事が出来ました。島巡りで行ったパンダノン島で
は、初めての海を娘はとっても楽しんでいました。BBQもとても美味しくて、現地料理のト
リコになってしまいました。ショッピングモールでは、洋服を買ったり、サンダルを買った
りして楽しみました。日本より安かったので、欲しい物はほとんど買った気がします。プー
ルも海も入れて、まだ日本では感じられない夏を感じる事が出来ました。また、行ける機
会があれば、パラセーリングなども体験したいです。新婚旅行が最高の旅行になり、義母
に感謝です。

ドライバーさん、通訳さんが娘の面倒をみてく
れて、夫婦２人の買い物もゆっくり出来ました！

通訳さん、ドライバーさんのお陰です！ 日常を忘
れ、ゆったりとした時間を過ごす事ができました！

寒い新潟を離れ、１年振りにマクタ
ン・セブ空港に着きました。総勢１１
名、新潟からのお２人、横山さんファ
ミリー、妹夫婦にはすっかりお世話に
なりました。迎えにきた笑顔のスタッ
フに出会た後は仲間と夕食を共に
し、南国での時を刻む事に期待感が
高まります。二日目はバディアンゴル
フリゾートに行きました。昼食後ゴル
フ組と二手に別れ、私達はカワサン
滝に行き、竹の筏に乗り滝に打たれ
ました。水量は少ない方だそうです。
水を浴びながら大声で叫び、１年分
と思われるほどの絶叫をしました。おもしろかった。夜は、マッサージを受けながらおや
すみなさい。三日目は早起きしてお弁当を持ってジンベエザメの見学です。大きな口を
あけてエサを飲み込む瞬間を小舟の上から間近で見れて良かった。昼食はイタリアン。
その後ショッピングを楽しみ、夕食は希望を叶えて貰い、たった今まで水槽の中にいた
大きなロブスターを料理してもらい、美味しかった！感無量です。四日目の帰国前日はじ
ょんのび（ゆっくり）して束の間の休憩。昼に近くの白い砂浜でバーベキューを楽しみま
した。その後、部屋でまたゆったり。夕食はセブ市内のレストランでいろいろな国の料理
をバイキングで堪能。妹は誕生日でお祝いしてもらい皆で喜び合いました。心に残る思
い出がまた１つ増えました。心癒しの旅、楽しい時はアッという間に過ぎます。

初めてのセブ島

メイドさんも娘と遊んでくれて、毎日
ゆっくり過ごす事が出来ました！

ジンベエザメの見学では、大きな口をあけてエサを
飲み込む瞬間を小舟の上から間近で見れました！！

癒しのセブ旅 初めての家族３人・セブ島旅行

念願叶った親子旅行
念願が叶い、ようやく母とセブ旅行
へ行く事ができました！久し振りの海
外旅行の為、ドキドキしながらの出
発でしたが、心強い味方の池上さん
と共に３人でゆったりと楽しい旅行
ができました。マクタン・セブ国際空
港に到着すると通訳さんが迎えに来
て下さり、人や車が多く行き交う中、
安心してコーラルポイントリゾート
に到着する事ができました。２日目
は砂浜のきれいなパンダノン島でバ

ーベキューとビールのおもてなしを頂き、海では魚を捕まえたり泳いだりして楽しめ
ました。その後、ナルスアンへ移動してシュノーケリング！海の中のきれいな魚達と戯
れました。少人数にも関わらず、貸し切り船で行きたい島と海を眺める事ができ、海
を満喫できました。他にも、マッサージやショッピングを安心して楽しむ事ができた
のは、通訳さん、ドライバーさんのお陰です。メイドさんにはお願いした食事を上手
に作って頂き、日本食のセッティングも上手でビックリしました。日常を忘れ、セブで
はゆったりとした時間を過ごす事ができました。次回行く事が出来たなら、英語をも
っと勉強して行きたいと思います。

心に残る思い出がまた１つ増えました♪心癒
しの旅、楽しい時はアッという間に過ぎます！

コーラルポイントリゾートの別荘、Ｂ
棟５階側ベランダからサンライズ（５
時３０分頃）を見る事から常夏のセブ
島での一日が始まります。毎日表情を
変える太陽、恥ずかしそうに雲の隙間
から顔をのぞかせる時や一気に元気
良く姿を見せる時など色々です。時を
忘れて見入ってしまう２人です。（私達
夫婦の至福のひと時です。）早朝メイ
ドさん達が心を込めてメイキングして
くれる朝食は、多くの会員さんが会報
で紹介されていた通りにとてもおいし
くて感謝！感謝！感謝！でした。セブ島で
の市内観光、ショッピング、カジノツア
ーでは、ジプニー・タクシー・バイク等で大渋滞の中を見事な運転技術で安心安全を心掛
けてくれたドライバー歴１１年のベルナルドさん、通訳兼ガイド歴一年ながらも一生懸
命勉強していて観光案内をしてくれたり、無計画の計画を見事なまでに実行してくれたチ
ャーミングでかわいい通訳のダイアナさん、隅々まで心配りをして朝から晩まで身の周り
の面倒を見てくれたメイド長のアイリーンさん、アントネットさん、ロウェナーさん、そして
リッチなセブ島観光旅行をさせてくれたワールドビッグフォーの行方会長さんを始め社
員の皆様、別荘を警備するガードマンの人達、別荘の敷地内をきれいにメンテナンスして
くれる現地スタッフの皆様も沢山の幸福を頂き大変感謝しております。帰りの飛行機の窓
から眺めたコーラルポイントリゾートの別荘全景に改めてワールドビッグフォーの偉大さ
を痛感して帰路に着きました。

ハロハロが食べたくて、メイドさん達にお願いして
ジップニーに乗り、お店まで連れて行ってもらった♪

パンダノン島でバーベキューとビールのおもてなし！
海では魚を捕まえたり泳いだりして楽しめました♪

グランドマジェスティックにて、お世話になったスタッフさん
達とさよならパーティー！ 御社からの援助を頂き感謝！ 感激！

出発日４月１７日（７泊８日）
会員歴１年３ヵ月　長谷川さん

出発日５月２３日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　有賀さん

出発日２月２１日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　熊谷さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴３年１０ヵ月　木村さん


