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会長　行方　栄治

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、格別のご高配にあずかり心より厚く御礼を申し上げます。

お陰をもちましてワールドビッグフォーは、１９９０年の創立以来、大自然との

共生をテーマとしたリゾート開発をセブ島で推進、昨年は過去最高のご利用者数となり

会員の皆様から心温まる感謝のお言葉を多数頂戴致しましたことも、身に余る光栄と心より

厚く御礼を申し上げます。また創立から２９年という輝かしき新年を迎えることができました

のも、会員様お一人おひとりのご温情の賜と深謝の念に堪えません。これからも弊社リゾート

施設を通じて、大自然の恩恵から健康を育み笑顔が溢れる会員皆様の人生設計にもお役立て

するべく、施設の更なる向上とサービス、そして新たなるリゾート開発へと精進して参る

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ご寄稿、誠にありがとう

ございます。会員皆様の益々のご健勝とご多幸を衷心よりお祈り申し上げますと共に、

本年も相変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

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＞
新年も、華やかに彩るワールドビッグフォー究極のリゾートへ！昨年中はたくさんの会員様より素
晴らしいセブ体験談のご寄稿、誠にありがとうございました。今年も更に豊かな体験に満ちた、笑
顔溢れる会報をお届け致しますので、セブ島へのご旅行の際には、是非セブ旅行体験談でのご
参加もお待ちしております。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（木）
より通常業務となります。　　　　　　　                  　　　　　　　  編集担当　齊藤充彦

人生観も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

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）

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
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
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



～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

開放感に溢れる豪華絢爛な宿泊施設

夕日の名勝地　バディアン

Ａ棟４階 56 畳のベッドルーム 静寂に包まれたスペシャルビラ

★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）
　ホテル等とは異なるメイド付き別荘の滞在で、ご家族・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
　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）

スペシャルビラ専用プール 大自然に浮かぶ究極のリゾート

今年も
ご家族・ご友人と
究極のリゾートを
ご体験下さい♪
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久しぶりの海外、しかも初めてのセ
ブ。半年以上も前から計画していた
ので、とても楽しみにしていました。
日本とほぼ同じくらいの気候で、セ
ブも雨季の時期でしたが、雨に降ら
れることもなく、どこに行っても冷
房がきいているので日本にいるよ
り快適でした。朝から海を見ながら
ゆっくり朝食をとり、期待していた
マンゴージュースは、さっぱりして
いるけどマンゴーの味がしっかり感
じられとても新鮮で本当においし

かったです。４泊５日の今回の旅行は、マンゴー工場、エステ、オイルマッサージ、
ショッピング、五つ星レストランでのディナーなど充実した楽しいひと時を過ごせ
ました。滞在中の２日間は浴衣を着てショッピングやディナーに出かけ、大勢の方
から声をかけられ一緒に写真を撮ったり、私たちの住んでいる近くをよく知ってお
られるブティックのオーナーとの会話も盛り上がり、気さくな人柄に触れ、セブがと
ても身近に感じられました。通訳さんもこちらから持って行った浴衣で一緒に出か
けてくれて、心強く楽しいひと時を過ごせたことは良い思い出になりました。さら
に、通訳さんやドライバーさん、メイドさんたちに優しく笑顔で接してもらい、本当
に安心してゆっくりと過ごすことが出来ました。皆さんありがとうございました。ま
た、来たいと思いながらセブ島を後にしました。

通訳さんやドライバーさん、メイドさんたちに優しく
笑顔で接してもらい、本当に安心出来ました♪

２才の息子は海の中を覗いて、６ヵ月の娘も海に入ってプカ
プカ浮いて、初めての海水浴を２人共とても楽しんでいました！

２回目のセブ旅行です。親子での海

外旅行が実現でき、良い思い出にな

りました。４泊５日、中部国際空港か

らマクタン・セブ国際空港に降り、外

に一歩出るとムーっとする暑さ、コ

ーラルポイントリゾートに着き、A棟

６階の部屋に案内され、高い階から

の景色に感動しました。夕陽が沈む

のを見て、朝陽の真赤な朝焼けと船

の行き来を見て、１日ボーっと見て

いたいと思う位です。パンダノン島ではバーベキューを楽しみ、海の中では魚を追い

かけ、貝殻を拾いしょっぱい海の味も感じ、次の日はパラセーリングで海の穏やかさ

を感じ、風も程良くフワフワと高く高く上がり、海上からの一望を楽しみました。買物

とマッサージ、夕食はマルコポーロホテルでの夕食会。旅行のスケジュールが終わり

良い思い出がいっぱいできました。今回の旅行は現地スタッフの皆様方に大変お世

話になりました。池上さんには最初から最後まで良い思い出が作れる様計画して頂

き、旅行中は楽しく過ごす事ができました。本当にありがとうございました。

いつ行っても楽しいセブ！

通訳さんも一緒に浴衣を着て出かけてくれ
たので、心強く楽しいひとときを過ごせました！

パンダノン島ではバーベキューを楽しみ、海の中で魚を
追いかけ、貝殻を拾いしょっぱい海の味も感じました！

２回目のセブ旅行 初めてのセブ島

また行きたいセブ島
今回、２回目のセブ旅行となりまし

た。２才の息子と６ヵ月の娘と一緒

に行きました。２日目は島に行き、シ

ュノーケリングで沢山の魚を見まし

た。波もとっても穏やかで、２才の息

子は浮き輪を使って楽しそうに海の

中を覗いて魚を見ていましたし、６

ヵ月の娘も海に入ってプカプカ浮い

て、初めての海水浴を２人共とても

楽しんでいる様子でした。３日目は

ジンベエザメを見に行きました。セブに行く前からとても楽しみにしていました。期

待通りジンベエザメはすごく迫力があって、大興奮してしまいました。ものすごく近く

まで来ていて、尾でたたかれました。これにはさすがにビックリ！でもとても貴重な体

験になりました。セブに滞在中、誕生日を迎えましたが、バイキングを食べに行き、そ

こでの料金を無料で、しかもケーキまで頂きとてもラッキーでした。食べるものはど

れも美味しいし、メイドさん達にはとても親切にして頂いて、子供達もたくさんお世

話をして貰いとても感謝しています。自分も子供達も初体験ばかりの旅で、とても楽

しめてすごく良い思い出が沢山できました。ありがとうございました。

２回目のセブ旅行では、親子での海外旅
行が実現でき、良い思い出になりました！

今回４度目のセブは着物大好きな
友人との２人旅。「セブで浴衣
を・・・」と半年も前から楽しみに夢を
膨らませていました。また今回は観
光なしのコーラルポイントリゾート
滞在型。繁雑な日々を忘れ、ゆっくり
流れる時間を楽しみました。早朝か
ら飽きることなく海を眺めたり、呆れ
るほど時間をかけ朝食を楽しんだ
り、バルコニーでお気に入りの本を
読んだりして時間を楽しみました。
そして浴衣の出番です。持って行っ
た二組の浴衣をメイドさん達に着付
けると、嬉しくて大はしゃぎ。溢れん
ばかりの笑顔で喜んでくれました。通訳さんにも浴衣を着付け、私達も浴衣姿で３人
はショッピングモールに繰り出しました。車から降りた着物姿の私達に、通行人の視
線は集まり、Ｂｅａｕｔｉｆｕｌｌ，Ｐｒｅｔｔｙ，Ｌｏｖｅｌｙ！！など沢山の言葉
をいただき、通訳さんは大興奮です。ドライバーさんに法被をプレゼントすると、笑顔
でＨａｐｐｙ！！皆があまりハッピーを連発するので「幸せなら手をたたこう」をメイ
ドさん達と大合唱。今回の通訳さんは新人だったので日本語があまり得意ではなく英
単語を並べた奇妙な会話で乗り切りました。旅の大半をコーラルポイントリゾートで
過ごした日々は、心身共にリフレッシュ！メイドさん、スタッフの方々ともフレンドリー
な時を共有した楽しい楽しい旅でした。何度行っても又行きたいセブ。来年も行きま
す。こんなに楽しい旅をプレゼントして下さるワールドビッグフォーに感謝です。本当
にありがとうございます。

浴衣を着て町に繰り出したらみんなから
大注目！！ マルコポーロホテルで記念撮影！

自分も子供達も初体験ばかりの旅で、とても楽
しめてすごくいい思い出がたくさんできました♪

大半をコーラルポイントリゾートで過ごし心身共
にリフレッシュ！美しい花に見とれています♪

出発日７月１日（４泊５日）
会員歴９年６ヵ月　荻原さん

出発日７月１日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　山下さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴３年１１ヵ月　木村さん

出発日７月１５日（４泊５日）
会員歴１３年７ヵ月　荒井さん
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今回の旅は、カミギン島３泊、バディ
アンゴルフリゾート１泊、８名の参
加で行って来ました。出発２ヵ月前、
トラブル発生。カミギン島に２泊の
予定が、旅行会社が誤って３泊で予
約していたことが判明、急遽セブ島
での日程を変更。１７日朝５時３０
分タクシーに乗車し出発、予定より
早く成田空港に到着、３０分遅れて
離陸し、マクタン・セブ国際空港に到
着。空港の外には通訳のリサさんと
鈴木さんが出迎えてくれました。途
中で食事をとり、一路コーラルポイ
ントリゾートへ。笑顔で迎えてくれる
メイドさんいつも有難う。翌日は朝
早く起き、再び空港へ（搭乗までに

時間がかかる）カミギン島までは約４０分位の旅（便は一日一往復）。空港から車で
１５分位PAPAS BEACH RESORTホテルに到着。休息を取り、温泉見学、水着に着替
え入浴、海水の方が温かいかな？チョロチョロ流れ込む水を嗅いでみるとほのかに
硫黄の匂いがした。深く掘れば良質の温泉が出るのでは・・・。次の観光は、カティバ
ワサンの滝、落差およそ５０ｍ～６０ｍの見事な滝である。３日目、ホテルから約
１．６kｍの位置にある小さな島（ホワイト島）に渡り、綺麗な海で泳ぎ最高でした。
ホテルに戻りゆっくり朝食を済ませ、ホテルの車で観光。カミギン島最後の夜はお酒
を飲みながら思い出話に苦笑い・・・。バディアンゴルフリゾートでは一日ゴルフを楽
しむ。なかなか上達しません、残念！！ナルスアン島は、水深約３ｍ位で透明度の高い
綺麗な海。大小綺麗な魚を見る事が出来、感激！！泳いだ後は船上バーベキューを食
べながらコーラルポイントリゾートへ。長い様で短かった１０日間、リゾート気分を
満喫出来る旅でした。毎回、楽しい旅が出来るのは、ワールドビッグフォーのお陰で
す。感謝しています。現地スタッフの皆さん、お世話になり有難うございました。

今回はカミギン島まで飛行機で行き、
３泊してきました。綺麗な海、最高でした♪

一人ずつ付いてくれた若 し々いキャディーのお陰か？
気持ちだけは一気に３０代に戻ってプレー♪

日本からセブにひとっ飛び、８回目の

旅です。コーラルポイントリゾートで

はメイドさん達に「お帰りなさい」、

「ただいま」の挨拶をして、おいしい

マンゴージュースをゴックン「おいし

い♪」とにっこり、たのしいバカンス

の始まりで～す。カモテス島にも行き

ました。船からたくさんのイルカの群

れを見ることができました！ラッキー

♡一度でいいから体験したいと思っていたエステを今年は体験しちゃいました～♪２

時間を掛けて頭のてっぺんから足の先までゆっくりエステ。ミルク風呂にゆったり浸か

り気持ちがよかったです。とってもステキでした。夕食にイカスミピラフを食べて、口を

真っ黒にして皆で顔を見合わせて大笑いをしたり毎日がたのしいこと。セブでもとても

大きな教会にも行って来ました。人が多くてマリア様は見る事が出来ませんでした。トリ

ックアートも見に行きました。たのしい時間を過ごしました。また新しい体験をするため

にセブに舞い戻って行きたいと思います。楽しい日々をありがとうございました。

ゆっくりのんびりセブ旅行

バディアンゴルフリゾートでは一日ゴルフを
楽しみました。なかなか上達しません、残念！！

カモテス島に行く途中、船からたくさんのイル
カの群れを見ることができました！ ラッキー♡

セブで初エステ体験 セブ究極のリゾートの旅

心ゆくまで究極のリゾート体験
初めて訪れるセブ島。コーラルポイン

トリゾートは、やはり素晴らしいリゾ

ート地でした。初のセブ旅行でした

が、今回の旅行はベテラン揃いの皆

様にご計画頂き、セブから更に南に

位置するカミギン島へも足を伸ばし

てきました。サンゴの島、ホワイト・ア

イランドは透明度が高い遠浅の海に

囲まれています。群れを成して泳ぐ熱

帯魚、小魚や大きな魚が目の前を横

切る瞬間は、水族館とは異なるシュノーケリングでの感動の瞬間でした。“かなづち”の

私でも子供時代に返りはしゃいでいました。また、青い空、長い水平線が続く穏やかな

海と窓下の豪華なプールを眺めながら、ゆったりくつろいでいると、別世界にいる様な

幸せを実感します。日本と異なり蒸し暑さを余り感じない中でのゴルフもまた楽しい。

一人ずつ付いてくれた若々しいキャディーのお陰か？気持ちだけは一気に３０代に戻

ってプレー。スポーツの後のマンゴージュースはまた格別。８人の同行メンバーは殆ん

どが高齢者にもかかわらず、笑い転げた９泊１０日でした。盛り沢山の次のターゲット

が待ち遠しい。お世話になった現地スタッフの皆様に感謝します。

市内観光ではトリックアートも見に行きました！
きっと双子なら鏡に見えるんでしょうね～（笑）

１０日間旅せし我に快く出してくれ
たる家族に感謝。前には女性だけで
したが、今回は男性6人、女性２人と
いったメンバーで何回も行っている
人達ですので、安心して連れていって
もらいました。ずっと晴天に恵まれラ
ッキーでした。今回はカミギン島へ行
き、ジプニーに９人ギュウギュウ詰め
に乗り込んで（とても苦しそうでした）
走りました。朝早く起きてホワイトア
イランドという島へ行き、海に入って
魚の群れと戯れたりしてとても楽しい
ひとときを過ごしました。この島は珊
瑚礁の白浜で満潮になると消えてし
まうと言うことでホテルに戻って見てビックリしました。海辺のレストランで食事をした
時、海のグラデーションが美しく目を見張るものでした。また道路の両側にヤシ、マンゴ
ー、バナナの木が繁り信号が全然なく、バイクには２人、３人乗りは当たり前、洗濯物は
木から木に紐で干してあるのが印象的でした。男の人がゴルフに行った時、私達２人は
コーラルポイントリゾートで本を読んだり、満天の星空を眺め、エメラルドグリーンの大
海原を見ました。そしてプールに入り子供の様にはしゃぎ、全てを忘れて身も心もリフレ
ッシュ出来ました。ここで充電した体でまた頑張ろうと思います。ご一緒して下さった６
人の男性の皆さん、ユニークな方がいらっしゃっていつも笑いの絶えない楽しい旅とな
り感謝しております。山岸さん、鈴木さん、通訳のリサさん、運転手さん、コーラルポイン
トリゾートのメイドさん、若いのにいろいろ気を遣って下さり、お年寄りには身にしみる
ほど嬉しかったです。ありがとうございました。

今回は男性6人、女性２人、ゆっくりのんびり過
ごせました！ずっと晴天に恵まれラッキーでした♪

シュノーケリングでの感動の瞬間でした！“かなづち”
の私でも子供時代に返りはしゃいでいました！

プールに入り子供の様にはしゃぎ、全て
を忘れて身も心もリフレッシュ出来ました！

出発日４月１７日（９泊１０日）
会員歴７年６ヵ月　桒原さん

出発日４月１７日（９泊１０日）
会員歴４年６ヵ月　小島さん

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴１１年３ヵ月　佐藤さん

出発日４月１７日（９泊１０日）
会員歴１年８ヵ月　小林さん
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今回のセブ旅行もお天気に恵まれ、
昼は海、夜はダンスと楽しんだ。４回
目のセブ旅行ですが、初回のセブ旅
行時、雨で降りることのできなかっ
たナルスアンへ上陸。お魚がいっぱ
いで、こんな光景がシュノーケルで
見ることができるとはびっくりでし
た。海から上がるとメイドさん達が
バーベキューを用意して下さり、とっ
ても美味しいランチでした。３日目
はバディアンゴルフリゾートへ移動
し近くの滝を見に行きました。家族
で過ごすフィリピンの方達のバケー

ションの様子を見る事が出来ました。４日目は前回主人が急遽旅行に行けなくなっ
た時に私が行ったオスロブに行きました。私は前回オスロブが気に入って、主人にそ
の話をしてうらやましがらせたら「絶対行きたい」という要望で行く事になりました。
ジンベエザメと泳ぎました。ジンベエザメの後を追い、いろんな魚がおこぼれをもら
いに泳ぐ姿も楽しいです。その後、透明度が高いことで有名なスミロン島へ渡りまし
た。凄くきれいな海で、もっとたくさん泳いでいたかったけど、船の帰る時間に合わ
せ断念しなければいけなかったのが残念でした。夜の楽しみはダンスです。３日間
踊りに行きました。前回、踊ってくれたレデンが２回来てくれて一緒に踊りました。現
地の方のリズム感で音に合わせて踊るのが最高に心地よく、楽しいダンスタイムでし
た。今回も通訳のリサさん、運転手さん、メイドさん、朝田さんの心配りに感謝です。

夜の楽しみはダンス！ ３日間踊りに行き
ました。最高に心地いいダンスタイム♪

バンカーボートは貸切、沢山のスタッフ
とともに贅沢なひと時を満喫しました！

去年に続き２度目のセブ旅行。美し

い海をテラスから眺めていたいと、そ

の日を楽しみにやって来ました。専用

の船で美しい海を走るとなんて爽快

な事。途中、たくさんの魚達と泳ぎな

がら遊び、島でバーベキュー、若い

方々のビーチバレー、楽しい一日が

終わって、さて次の日。仲間達は観光、ショッピングに出掛けました。私は本と一緒に一

日中、心安らかに、ゆったりと海と対面。自分を見つめてみたり、これからの日本での生

活に思いを巡らせ、他では味わう事の出来ない一日となりました。コーラルポイントリ

ゾートの海水のプールで泳いだ事。テラスで毎朝サンライズ。そして西側の部屋からサ

ンセット。なんて素敵な事でしょう。美しい景色に心が洗われる５日間でありました。皆

様ありがとうございました。

２度目のセブ

お魚がいっぱいで、こんな光景がシュノー
ケルで見ることができるとはびっくりでした！

毎朝美しい日の出を眺め、西側の部屋から
は夕焼けを眺め、なんて素敵なんでしょう！

海との一日 海とダンス

カオハガンの至福のひと時
３月はじめに友人を介して、セブ島
での英語留学の話を聞き、以前にも
ワールドビッグフォーの旅行でセブ
には行っていたので、直ぐに行く決
心をしました。海外旅行が大好きで
いつも・・・もう少し英語が話せた
ら・・・と思っていた矢先でした。４月
６日に出発し、５月１２日に帰る５
週間の英語留学。その中で・・・もし
かしたらと会社に電話を入れ、留学
中にあのコーラルポイントリゾート
に泊まれないものかしらと・・・なん
と！！急な話しにも拘わらず、２泊３
日なら可能との事。そんなわけでの

ワールドビッグフォーリゾート滞在が実現しました。当日ドライバーさんと通訳さん
が大型のデラックス車で迎えに来て下さり、学校の仲間も驚き、私の事を相当のセレ
ブと勘違いされたようです。市内観光は、それこそ自由自在に古い教会やステキな所
を巡って下さり、大いにリフレッシュできました。次の日はカオハガン島に行きまし
た。大きなバンカーボートに私と友達の２人だけのお客様、メイドさん、ドライバー
さん、通訳さん、他にシーマン３名が私に寄りそって下さり、サービスを沢山頂きまし
た。早朝に出掛けたので、とても静かで何とも贅沢なひと時を満喫しました。昼には
バーベキューの材料を全部持ち込みで、私達は頂くだけで申し訳ないくらいでした。
デザートのスイカが美味しかった事！今回の英語留学中に無理を言ってしまったにも
拘わらず、ステキに対処して下さり、本当に良い思い出ができ感謝しております。また
秋頃にも出かけたいと思っています。

コーラルポイントリゾートのテラスで
ゆっくり海と対面し、心が洗われました♪

紹介者の小椋さんと二人の孫を連
れ、今回で２回目、孫たちは初めて
のセブに訪問しました。太陽の素晴
らしい輝きは最高の恵みです。今回
はコーラルポイントリゾートA棟６
階の部屋でまるで海の上の島状態
の感じでした。マクタン・セブ空港よ
り、通訳のダイアナさんとユーモア
たっぷりのベルナルド運転手の迎え
で、スーパーで先ず皆大好物のマン
ゴー１０個買ってから到着です。日
本の１０分の１位の値段で買え、毎
日皆３個ずつ食べてましたが、更に
部屋のメイドさん達が毎日朝食に２
時間もかけて作ってくれた美しいシェイプにカットしたフルーツや手作りのジュース
も頂きました。パンダノン島では４人だけでのクルーズにスタッフが６人もついてく
れました。シュノーケリングで沢山の魚達に出会い、美しい白い砂浜で泳ぎ、バーベキ
ューでは冷たいビールを飲みながら肉や魚を食べ、とても美味しかったです。その
後、スタッフの人達とバレーボールをして楽しみました。帰りに孫２人はパラセーリン
グを楽しみました。夜は上手なマッサージの方２人が部屋に来てくれ、女王様気分で
最高でした。市内観光は一日ゆっくり回って下さり、買い物も何回もアウトレットやス
ーパーといろいろ連れて行って下さいました。ランチも外食も美味しく、現地料理を沢
山頂き、安くて良いお店を探してくださいました。又、さよならパーティーも８人で現
地料理のシーフードや肉など種類豊富で、デザート迄たっぷりと食べました。皆さん
の優しいおもてなしに感謝しつつ、又の再会を約束して、セブを後にしました。

毎日、大好きなフルーツを沢山食べ、マッ
サージも女王様気分で堪能しました♪

英語留学中、束の間の休日をコーラル
ポイントリゾートで過ごさせて頂きました！

今回で私は２回目、孫たちは初めてセブ
に訪問し市内観光もゆっくりできました！

出発日４月２６日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　本多さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴３年４ヵ月　黒岩さん

出発日４月２６日（４泊５日）
会員歴２年８ヵ月　小椋さん

出発日４月３０日（２泊３日）
会員歴１１年６ヵ月　椎谷さん
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セブ島旅行が目的で入会して２度目
のセブ旅行が実現しました。前回は
女ばかり７人、今回は５人での参加
でした。一緒に行った人が成田空港
の免税店で買ったプラダのバッグが
マクタン・セブ空港の税関で引っか
かり、１時間もの間足止めされ思わ
ぬスタートとなりました。すぐにキャ
リーバックに入れてしまえば良かっ
た様です。（もう知っているかも知れ
ませんので参考までに。）今回は男性
が一人いたので射撃や居酒屋に行き
ました。日本人向けだったので口に

合ってとても美味しかったです。船で１時間程の島でバーベキュー、全部準備してもら
っている間に海に入ってたっぷり遊びました。食べて飲んで満足しました。マリンスポ
ーツは男性が水上バイク、女性はバナナボート。とてもスリリングで良い思い出にもな
りました。皆と一緒にシュノーケリング、魚が泳いでいるのが見えましたが私は苦手で
した。エステに行ったり、孫に頼まれた猿（ターシャ）のぬいぐるみを探しにデパートに
連れて行ってもらったり、お気に入りのラプラプ公園に何度も寄ってもらったり、運転手
さん、通訳さんには大変お世話になりました。メイドさんの中に私を「お母さん、お母さ
ん」と呼んでくれる人がいました。すごく親しみを感じました。次回、またお逢いするの
を楽しみにしています。

男性が水上バイク、女性はバナ
ナボート。とてもスリリングでした！

ニューハーフショーではないですよ！こちら
はメイドさん達のダンス♪キレキレです‼

６月３日から７日までの４泊５日、
友人達８名で出発しました。私を含
め３人が初めてのセブ旅行でした。
朝食に出る生マンゴーとフレッシュ
ジュースは絶品で、もうこのおいしさ
に感動！初日にオイルマッサージを
受けながら、とても気持ちよく、次の
日は足のマッサージ、次の日は角質
とりとネイルときれいになり、マッサ
ージをたくさん味わいました。シー
ウォーカーは途中でやめて上に上ろ
うかと思う程耳が痛かったですが、海のスタッフの方が一生懸命こうやればいいとジ
ェスチャーして下さり、無事立っていられる様になりキレイな魚達を真近に見る事が
できて本当に良かったです。またパラセーリングも感動ものでした。ボホール島では
あいにく雨が降ってきた為、ターシャは見つけられず写真に収める事ができませんで
した。私達のグループに誕生日の方がいたので、コーラルポイントリゾートと市内の
ホテルと合わせて２つのケーキを頂きました。このホテルでのバイキング料理は一
番おいしかったです。お別れパーティーも楽しかったです。色々な体験もあっという間
の時間で、すばらしいセブ旅行でした。通訳のリサさんはじめ、皆様方には色々とお
世話になりありがとうございました。

人生後半　メルヘンの世界　

１時間程の島でバーベキュー、全部準備しても
らっている間に海に入ってたっぷり遊びました！

グループに誕生日の方がいたので、市内の
ホテルと合わせて２つのケーキを頂きました！！

心強い仲間と初めてのセブ旅行 ２度目のセブ旅行

１０年ぶりのセブ
前回は２月、今回は６月のセブ、４

泊５日の予定で行って来ました。ショ

ッピング、エステ、足マッサージ、ニュ

ーハーフショー。ショーは初めて見ま

したが、男性なのに女性よりも美しく

しなやかで、キレキレのダンスに時

間の経つのも忘れる程見入ってしま

いました。次の日はボホール島に行

き、「２２０段ほどありますよー」という階段を上り、見下ろしたチョコレートヒルの

山々は絶景でした。緑が目に鮮やかでしたね。小さいと聞いていましたが、メガネザ

ルのターシャにも会いました。こんな手の平に乗ってしまう程のサルがいるとは大切

にしなければいけませんね。最終日はコーラルポイントリゾート６階のベランダで心

ゆくまで海を眺め、１日ゆっくり過ごしました。今回もスタッフの皆様に大変お世話に

なりました。有り難うございました。

朝食に出る生マンゴーとフレッシュジュ
ースは絶品で、もうこのおいしさに感動！

ある日、女房から昨年のツアーが楽
しかった事等の話が出、聞いた私の
感想はまあまあ的でした。「まっ今
年は一緒に行ってみるか・・・」。セ
ブのマクタン島に到着し、コーラル
ポイントリゾートへ着くと豪華でゆ
ったりとした素敵な部屋に案内さ
れ、５人でワンフロアー独占。その
広々としたベランダでは水平線の
広がる海が１８０度以上眼下に見
渡す事が出来る。もうこれだけで聞
いた話での予想を遥かに上まわり、
その絶景にワクワクせざるを得な
い私が居た。翌日からは一度は経験したかった本物の銃を打つ。それも回転式から
自動小銃まで４種類も！２０代の頃、羨望の目で見ていたジェットスキーを６６歳
で体験、かつ堪能！！また、私達５人の為に船長含め７名のスタッフと片道１時間程
の透き通る浅瀬の大海をのんびり。日光浴も楽しみながら贅沢なプチ船筏付きの
島でのバーベキューと海遊び！！！またちょっと時間あれば部屋の前で洋画のワンシ
ーンの様なプライベートプールで泳ぐ、等 ・々・・。通訳さん、ドライバーさん、メイド
さん達におもてなしをいっぱい受けながらの正に夢の様な時間でした。人生後半
にこんな至福の青春時代？を送れた事、色々な巡り合いのお陰だと家族を含めす
べてに感謝！！！！私の人生に花が一つ増えました。死ぬまでにまたセブに行く
ぞ！！！！！絶対！！！！！！

羨望の目で見ていたジェットス
キーを６６歳で体験、かつ堪能！！

ボホール島のランチクルーズでは
ロボック川を下りながらゆっくり食事♪

人生後半にこんな至福の青春時代？
を送れた事、家族を含めすべてに感謝！

出発日６月１５日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　難波さん

出発日６月１５日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　森さん

出発日６月３日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　古川さん

出発日６月２３日（４泊５日）
会員歴１１年６ヵ月　池田さん
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初めてのセブ旅行。フィリピン自体
が初めてだったので、治安や食事な
ど不安な思いのまま出発。ところが、
通訳のノバが常に一緒に行動してく
れて、そんな不安は全く必要ありま
せんでした。急遽両替が必要になっ
た時には「ここはレートが悪いから
他で替えた方がいいですよ。「すぐ
行ってくるからちょっと待ってて下さ
い！」と言ってもらえて、他の旅行代
理店ガイドにはない信頼が持てまし

た。食事はイタリアンと中華を食べました。メニューはオススメを注文しましたが、全
てが美味しかったです。観光とアクティビティは、朝田さんに紹介して頂いたマリンス
ポーツとプラナスパでのエステで癒されました。お土産はこれが買いたいと言うと、
マンゴー工場と地元のスーパーに連れて行ってもらえました。帰国前夜には、セッテ
ィングして頂いたパーティーで大盛り上がり！サプライズケーキに感動し、その後は
レベルエイトというナイトクラブに移動してダンス！ダンス！！正直、セブ島がこんなに
も楽しいとは思いませんでした。また絶対に行きたいと思います。次回も朝田さんや
黒岩さんご夫妻とご一緒できたらうれしいです。♡

ナイトクラブでダンス！ ダンス！ 正直、セブ島
がこんなに楽しいとは思いませんでした♪

ボホール島で船上ランチを堪能！ 先住民の人達が木
を使ったパフォーマンスしてくれて！皆で記念撮影♪

私達二人の為だけにメイドさんが１
０人もお出迎え！入った部屋の豪華
さ広さに感激。朝目覚めるとテラス
で神々しいまでのサンライズ。メイド
さんが可愛くカットしたマンゴーや
パイナップル付きの朝食。ガイドブ
ックに載っていた観光地めぐり、ショ
ッピング、ニューハーフショー見学。
島巡りでは、敷地内まで船が横付け
で、これまた二人だけの為に７人も
の方が付き添って下さり王様・女王
様気分！海風の快さと素晴らしい景
色にあっと言う間に夢の様な島に着
いた。何年ぶりの水着姿で潜ると小
さい魚や海草、貝殻、水温は温泉、心
から童心に返り幸せをかみしめた。海を眺めながらのバーベキューにビールも最高！
ハロハロを食べてない事に気付きメイドさんとジプニーに乗り、出かける。手を上げ
て乗り、お金を手渡しで運転手に届ける。天井を叩くとどこでも止まってくれる。混雑
な道を見事なテクニックで感心しきり、皆で食べるハロハロもおいしかった。町の中
心に城の様にそびえるウォーターフロントホテルではカジノを楽しみました。サント
ニーニョ教会ではミサに大勢の信者が集まっていた。道教寺院も赤と緑に彩られ、セ
ブ市が一望できた。カルボンマーケットを車内から眺め、アヤラモールでショッピン
グをする。朝から晩まで贅沢三昧。通訳のチャーミングなダイアナさん、腕のいい運転
手のベルナルドさん、あたたかくしてくれたアイリーンさん、娘の様なアントネット、ロ
ウェナの心優しいおもてなしに心から幸せを感じたセブの旅でした。ワールドビッグ
フォーへの感謝と共に、御社が益々繁栄します様、お祈り致します。ありがとうござい
ました。

心豊かな旅セブ

滞在中は、いつも通訳のノバが着いてきてくれて、
他の旅行代理店ガイドにはない信頼がもてます！

アイランドホッピングを満喫！ 海風の快さと素晴らし
い景色にあっと言う間に夢の国の様な島に着いた！

心から幸せを感じたセブの旅 初！セブ島上陸！！

初めてのセブ旅行
５月２日から６泊でGWをセブ島で
過ごすことが決まってから数か月間、
ワクワク楽しみにしてきました。到着
日の夜は早速フィリピン料理を戴
き、どれも美味しく皆が絶賛でした。
宿泊中は毎日メイドさんが朝食を作
ってくれ、掃除・洗濯もしてくれて至
れり尽くせりです。２日目は市内観光
とお土産を買いに行きました。初め
てのセブということもあり、移動の車
中からの風景にも目が離せませんで
した。３日目は、２時間ほど船に乗り
ボホール島へ！船上レストランでラ
ンチをしながらのクルージングは
清々しく、BGMの生演奏では日本の
曲も聞けて良かったです。途中、先住

民の人達が木を使ってパフォーマンスしていたり、一緒に写真を撮ったり、普段でき
ない体験をしました。チョコレートヒルは残念ながらまだ茶色くはなかったですが、
サンゴで出来ている事に驚き、眺めは素晴らしかったです。ターシャは想像よりも小
さく、とっても可愛くて皆ではしゃぎ、写真を撮りまくりました(笑)。４日目は、南国に
来たんだなぁと実感出来るようなとても綺麗な島でBBQをしました。メイドさん達が
魚介やお肉を焼いてくれ、爽やかな風を感じ、非現実的な景色にうっとりしながらの
ランチは最高でした。日数的にも余裕があった為、後半はゆったりとした気持ちでセ
ブを堪能しました。そんな中、毎日欠かさず通ったのはマッサージでした。価格が安
いので毎日行って疲れを癒せました。こうして７日間安心・快適に旅が出来たのは、
通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達のおかげです。現地での食事は統括さんが
美味しいお店に連れて行ってくれたおかげで、毎日満足いく食事ができました。皆様
に感謝します。本当に楽しかったです！ありがとうございました。

通訳さんやドライバーさん、そしてメイドさん達の心優
しいおもてなしに心から幸せを感じたセブの旅でした！

まずマクタン・セブ空港に着いて、３

年前より随分広くなった事に驚きま

した。何倍にもなった様に感じまし

た。セブの発展が想像できます。出

迎えの通訳さん（シャローン）も前回

と同じ、とても懐かしく思えました。

今回はコーラルポイントリゾートだ

けではなく、バディアンゴルフリゾー

トの方まで足を伸ばし、ジンベエザ

メウォッチングもさせて頂きました。

感謝です。こんな体験、セブでなければできませんよね！セブ市内観光に島巡りと海

遊び、シーウォークもパラセーリングもとても楽しかった。セブの海の青さ、そして幾

色にも重なる青の豊かさに心をゆさぶられました。外に出ればブーゲンビリア、色と

りどりの蘭の花達、南国の豊かさ、そしてフルーツの豊かさにも感動です。セブの果物

が一番おいしいのは６月下旬だそうです。こんど来る時は是非ジャックフルーツが食

べてみたい。本当にお世話になった通訳さん、ドライバーさん、かわいいメイドさん

達、そして声を掛けてくれた前山さん、心からありがとうございました。またセブに訪

れる事を夢見て、アデュー。

外に出ればブーゲンビリア、色とりどりの
蘭の花達、南国の豊かさに感動です！

７日間安心・快適に旅が出来たのは、通訳さん、
ドライバーさん、メイドさん達のおかげです！

市内観光に島巡りと海遊び、３年振り
のセブをおもいっきり満喫してきました！

出発日４月２７日（６泊７日）
会員歴４年１０ヵ月　坂井さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　涌井さん

出発日４月１７日（７泊８日）
会員歴１年４ヵ月　長谷川さん

出発日５月２日（６泊７日）
会員歴３年２ヵ月　伊藤さん
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水平線から昇る真っ赤な太陽、明け
てゆく空は次第にそのブルーが濃く
なり、静かな海にキラキラ輝く光は、
寝室の中まで反射して絶景と云う他
言葉はありません。南国の美しい花
に囲まれ、眼下に広がる海原を眺め
ながらの朝食は、本当に贅沢で、珍し
い果物に舌鼓打ちました。可愛らし
いメイドさん達が、かいがいしくお世
話して下さり癒されましたのも、全て
統括の土屋さんのお陰と充分承知し
ておりますが、特に通訳のリサさんと
ドライバーのベルさんには只々感謝
しています。バンカーボートで行った

ホワイトビーチ。高速船で行ったチョコレートヒルズ、眼鏡猿等、あっという間の６日間
でした。最後の晩餐は手作りで用意して下さったパーティーでした。生バンド演奏で若
いメイドさんに混じって、歳を忘れて輪に入り、大はしゃぎしました。実は私共夫婦は今
年、結婚５０周年を迎えたのです。豪華なケーキに紙吹雪、クラッカー、何度もフラッシ
ュの中ラブポーズを注文され、ひやかされた至福の時間、忘れられない最高の金婚式
をして頂き、感謝感謝です。翌日、早朝にもかかわらずスタッフ全員の心温まる見送りを
受け、これ程の心尽くしは今迄あっただろうか・・・飛行機の窓から小さくなっていくセ
ブ島を見た時、言いようのない、いとしさと共に寂しさが湧いてくる中、お世話になった
皆さんの顔が浮かんで・・・。ありがとうセブ島、ありがとうワールドビッグフォー、ありが
とう皆々様。

ありがとうセブ島、ありがとうワールド
ビッグフォー、ありがとう皆々様。乾杯！！

青い空、青い海、コーラルポイントリ
ゾート敷地内でのんびり写真撮影！

マクタン・セブ空港に到着！一瞬にし
て南国の空気に包まれる。お迎えは
来ているかな？通訳さんは誰かな？
などと思いながら到着ロビーから外
へ出る。右手の人混みの中にワール
ドビッグフォーのＴシャツが見える。
笑顔のお出迎えにホッとして、クーラ
ーの効いた快適な車に乗り込む。こ
こからスペシャルなセブ旅行が始ま
る。車中で今回の盛り沢山の希望を
伝えて、先ずはショッピングセンター
へ。両替をして貰って早めにお土産
や買いたい物を見て回る。夕食を済
ませ、今度はスーパーでビールやお
つまみ、果物等を少々買う。現地のス
ーパーを見るのも楽しい。コーラルポイントリゾートではメイドさん達がお出迎えし
てくれる。滞在中のスケジュールを確認して１日目は終了。２日目、ボホール島へ川下
りランチクルーズ。可愛いターシャ（メガネ猿）と記念撮影！３日目、ゴルフとアイラン
ドホッピング、美しい魚の群れが目の前で泳いでいて、まるで龍宮城の様。ずっと海の
中に居たい感じ～♪。４日目、午前中はコーラルポイントリゾートでゆっくりして過ご
す。昼はフェスタベイでフィリピン料理（美味しいし安いのでお勧め！）びっくりアート
の美術館も楽しかった。マッサージに行って、おもてなしのビュッフェを頂いて、電飾
のバラ園を見て最後の夜が終了。５日目、早朝からゴルフ。コーラルポイントリゾート
に戻りシャワーを浴びて出発。セブで最後のランチをとり空港へ。毎回早朝出発の予
定に合わせ、朝食用にサンドイッチを持たせてくれたメイドさん。親身にお世話して
くれた通訳さん、ドライバーさんありがとうございました。

最高に美味しいフルーツとメイドさんの笑顔とこころ遣いに感謝

ラブポーズを注文され、ひやかされた至福の
時間♪忘れられない金婚式をして頂きました！

びっくりアートの美術館も楽しかった！
丸太の橋もこの通り、バランスが要です！

３度目のセブ旅行記 ありがとうワールドビッグフォー

大好きなセブ
友人より一足早くセブに着いた私
は、出迎えの為にスタッフと共に友
達を待っていると、そこには地元の
マスコミがカメラを抱え、誰かを待
ち構えていました。その側には野次
馬の少年達も大声を上げています。
彼らに話を聞くと、溢れんばかりの
笑顔で、ボクシングのスターが帰国
するんだ！と胸を張ると、そのスター
が姿を見せました。すぐさまマイク
が向けられ、スターはインタビュー
に応じていました。もちろん、言葉は
わかりませんが、彼の輝く瞳からは
幸せが満ち溢れていました。そして、

その後方に何も知らない友達が首を傾げていました。その姿がとても滑稽な表情は
言うまでもありません。するとカメラはその野次馬達に向けられると、何を思ったの
か、私もそこに割り込み、笑顔を作っていました。まさかその時は翌日のニュースに出
るとも知らずに・・・。（なんと野次馬達に混じり、地元のニュースに出てしまった）その
まま迎えの車に乗り込むと、一気にコーラルポイントリゾートへ。その間も話も尽き
ず、スタッフ達の笑顔が印象的でした。翌日はそのニュースで一日が始まり、友達はカ
メラ片手に真剣そのもの。今回のセブ旅行では、個人的な計画が２つありました。ひ
とつは信者の聖地シマラ教会。もうひとつが某ホテルで働く友人訪問。その２つが叶
っただけでも幸せなのに、大好きなセブでは沢山の想い出をくれました。最後にこの
旅をサポートして頂いた多くの方々に、改めてお礼を申し上げます。有り難うござい
ました。

３度目のセブ旅行を満喫しました！ 親身にお世話
してくれた通訳さん、ドライバーさんありがとう♪♪

コーラルポイントリゾートに到着し
て用意されていたマンゴージュース
を一口飲んで、「えっ～！こんなに美
味しいマンゴージュース初めてだ
ぁ！」という感激から始まりました。特
にマンゴー、パイナップル、バナナは
今までに味わった生のフルーツとフ
レッシュジュースの中で最高でした。
それをいつもメイドさんが笑顔で出
してくれました。島巡りでは、日陰で
気持ち良く、ゆったりとサンゴの海風
を受けながら至福の時間を楽しみま
した。夜はフィリピン料理の店で食
べたラプラプは最高に美味しかった！マンゴーと紫イモのアイスクリームもビックリす
るほど美味しかったです。また、リビングでゆったりとゴージャスなイスに座り、海を
見て優雅な幸せな時間を味わいました。シーウォーカーは空気が送られてくるヘルメ
ットみたいなのをかぶって、海底５ｍぐらいの所を散歩。魚にエサをやるといっぱい
寄ってきて感激しました。帰りに気分が悪くなり、部屋に帰ってメイドさんにお粥を頼
み、少し休んでからリビングに出ると頼んだお粥を作って待っていてくれました。つか
ず離れず用のある時はパッと笑顔で対応してくれて、まさに「かゆい所に手が届く」と
いう感じで、「これ最高に贅沢だなぁ～」と思いました。ワールドビッグフォーの皆様
のお陰で安全で楽しく素晴らしい旅を満喫できました。ありがとうございました。感謝
の気持ちで一杯です。「次回はボホール島にもいきたいなぁ～」と次の夢が広がりま
す。

「かゆい所に手が届く」つかず離れずの対応
で、贅沢に安全で楽しい旅を満喫できました！

コーラルポイントリゾートに到着。先ずは
ウェルカムドリンクで喉を潤わします♪

夜、フィリピン料理の店で食べた
ラプラプは最高に美味しかった！

出発日５月１０日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　黒宮さん

出発日５月１７日（５泊６日）
会員歴１２年７ヵ月　香山さん

出発日５月７日（４泊５日）
会員歴７年５ヵ月　西田さん

出発日５月２３日（４泊５日）
会員歴８ヵ月　山本さん




