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ごあいさつ
人生観も変わる幸福の楽園セブ島ワールドビッグフォー究極のリゾートへ！

華やかに彩られた景観に異国情緒を堪能する醍醐味、私達が生きていく上で必要な大自然 

の恩恵に満たされるセブ島は、笑顔に持て成された南国のオアシス。多種多彩な観光スポットでは

老若男女を問わず素晴らしい体験を楽しむことができ、ご家族やご友人との新たなる発見の数々に

夢と希望も膨らみます。優雅な快適リゾートライフで元気も溢れる魅惑の世界へと導かれることで

しょう。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！元気・若返りの秘訣は定期的に

セブ島を満喫すること、是非皆様も健康寿命を延ばす元気の源体験を存分にお楽しみ下さい。

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～

素晴らしい自然環境に包まれたワールドビッグフォーリゾート

会    報
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＜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！当施設での滞在はすべて自由時間、皆様の行程プランに
合わせてご案内致しますので、思う存分お楽しみ頂けます。観光は専属通訳、ドライバー。宿泊施設ではメイドスタッ
フが皆様のお世話を致します。ツアー旅行とは違うゆったりとしたおもてなしのひと時をご家族・ご友人とお過ごし下
さい。尚、ご旅行を計画される際は出発日より４ヵ月前（２月から４月を含むピークシーズンは更に早め）の早期手続
きをお勧め致します。搭乗予約・料金等の詳細につきましては、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　　　　           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３０年１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

０２／０１～０３／３１ ￥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
１ ５：３０

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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今回は９人で７泊８日の旅です。出発
当日、台風１８号の影響で欠航となっ
てしまい、翌日の代替便、マニラ経由で
セブに着きました。三日目は市内ショッ
ピグセンターでバイキング及び買い
物。そして初めてオイルマッサージを堪
能しました。四日目はバディアンゴルフ
リゾートへ、ゴルフ組とカワサン滝組に
分かれ、カワサン滝では筏に乗り滝壺
へ。凄い水圧で痛く息苦しかった。その
帰り白い砂浜の海に入りました。バディ
アンゴルフリゾートに宿泊した翌日は

ジンベエザメ見学。いったい何匹いたのかな？私達のボート周辺にも２匹が常に泳いでい
た。他のボートも１０隻位いた。水族館でしか見たことのないジンベエザメが自然の中で
見る事ができる、素晴しい事です。次の日、ボホール島観光です。朝から雨が降ったり止んだ
りの中、まずは船上バイキングを楽しみました。川の両岸にはヤシの木が生え、アマゾン川
の様な雰囲気で良かったです。チョコレートヒルズでは山登り。高台より３６０度の展望
で、無数のトンガリ山が見えました。不思議な風景でした。メガネザル見物では悪天候のた
めか、園内が暗く目視できず写真も上手く撮れませんでした。最終日はマリンスポーツで
す。パラセーリング、シーウォーカー、バナナボート等に乗り、楽しい１日を過ごしました。天
候にも恵まれ、最高に良かったです。夕方からはお別れパーティーで大勢のメイドさん達と
踊りながら、楽しいひとときを過ごさせて頂きました。ワールドビッグフォーのスタッフの皆
様、大変お世話になり有難う御座いました。

最終日はマリンスポーツを堪能しま
した。天候にも恵まれ最高でした♪

バナナボートのスピード感は最高でした。
大空に、海の中、別世界にいる様でした！

南国の太陽、エメラルド色した海が、い
つもと変わりなく私達を迎えて下さい
ました。ショッピング、エステ、マッサー
ジ、マリンスポーツ、自給自足している
カオハガン島へ、それぞれ描いてきた
夢の現実です。最近のカオハガン島も
観光客が多く、でも島内に入ると以前と
変わりなく、物干し等に布を掛けてパッ
チワークをしている男性。ほとんど注文
品の製作で忙しいとの事。作品も、以前
は魚、島、コンブ、動物など、島の周りの
デザインでしたが、花も沢山描かれ変
わってきました。また仲間の方で2年程前に訪れた際、丁度昨日生まれたと言う「6人目の男
の子に逢いたい！」という再会も実現。もう2才になられ、お母さんも覚えて居て下さったとの
事。2日目、のんびりコーラルポイントリゾートで過ごしたもう一人の彼女は、海を眺め、海風
にあたり、行き交う客船、運搬船を見ながらベランダで本を読んだり、持ってきた楽器で時を
楽しんでいました。「この時間がほしかったの」、と彼女の言葉…。それぞれの時間も夢の様
に過ぎました。こうしてワールドビッグフォーに御縁頂きました仲間と、遠くてお逢い出来な
い方もおりましたが、御縁の中ですばらしい出会いを頂きました。笑顔は素晴らしい友の
印。「またお逢いしましょう！」と言って、セントレア空港で握手してお別れしました。今も、こう
しているとあのパーティーで時間も忘れて歌い踊った一人一人の姿が浮かんで来ます。私の
心を元気にして下さるセブのすべてに、感謝致します。

何度でもセブ島へ

ゴルフ組とカワサン滝組に分かれ行動、
筏に乗り滝壺へ。凄い水圧でした！

いつも私達に一生懸命聴か
せて下さるバンドの皆様♪

心地良い海風は、私の心を元気に！最高なセブ島 ２度目のセブ旅行

待ちに待ったセブ旅行
１年程前からの計画でやっとセブ島に
出発。ルンルン気分でしたが・・・台風１
８号がやってきて、セブ島行が欠航とな
り、セントレア空港の近くのホテルで一
泊。気持ちが下向きになりましたが、翌
日マニラ経由でセブ島に行かれる事に
なり、ちょっと一安心。マクタン・セブ国
際空港に着いたら、ドライバーさんと通
訳のリサさんが迎えに来てくれほっとし
ました。日本料理店へ連れて行って下さ
り、美味しい料理をいただきました。コ
ーラルポイントリゾートへ着いてからの

マンゴージュース、忘れる事が出来ない程美味しかったです。ショッピングにオイルマッサ
ージ、最高な気分を味わいました。バディアンゴルフリゾートにも一泊して、ゴルフをする人
達とカワサン滝に行く人達に別れ、私はマイナスイオンを浴びながら滝に打たれ、水量にび
っくりしました。船の上からですが、ジンベエザメを見たり、ボホール島では世界一小さいサ
ルのターシャを見たり、チョコレートヒルズにも登ったり、１日があっと言う間に過ぎました。
最後の日はマリンスポーツです。パラセーリングで大空へ、シーウォーカーで海の中へ、別
世界にいる様でした。バナナボートはスピードが出て最高！みんなで楽しくて、楽しくて大声
で笑ってばかり。本当に楽しい旅行でした。リフレッシュできて良かったです。大変お世話に
なった通訳さん、メイドさん達、ドライバーさん、ありがとうございました。

ワールドビッグフォーの御縁の中で、
ステキな出逢いを頂きました！

セブ島旅行を楽しみに待ちわびてい
た。始めての人達を含め、今回は女性
13人でセブ満喫の旅です。心身共に安
らぎ、大自然を楽しむ楽園、ワールドビ
ッグフォーリゾート、至福の時4泊5日の
旅でした。予定通りマクタン・セブ空港
に到着。通訳さん、ドライバーさんの出
迎えを受け、夕食はフィリピン料理をマ
リバゴグリルで。相変わらず日本人に合
ってとても美味。ご馳走様でした。滞在
中は大人数の為、２台の車を用意して
頂き、それぞれ行きたい場所を目指し、
セブ観光を楽しみました。カオハガン島の見学、マリンスポーツ、ショッピング、マッサージ
etc…。ボホール島ではロボック川のクルーズで景色を楽しみながらの船上バイキング。チョ
コレートヒルズからの眺望を堪能したり、世界最小のメガネザル、ターシャに会えた事。ヤシ
の実ジュースを味わって飲んだこと。帰りのジェット船内の冷房がびっくりするくらいキンキ
ンに効いていたことなども面白い体験でした。またＪＷＢホテルへ行き、今回初めてＱＱイ
ングリッシュスクールの様子を拝見することができました。現地ではスタッフの倉田さんに
ご説明をして頂き見学しました。最後の夜は生バンド演奏でさよならパーティーをして頂き、
全員で笑って踊って楽しい時間でした。あっという間のセブ。通訳さん、ドライバーさん、メイ
ドさん大変お世話になりありがとうございました。またいつかセブの風にあたり、“至福のひ
と時を送りたい”と思います。

ロボック川のクルーズで景色を楽しみました！
チョコレートヒルズからの眺望もすばらしかった！

みんなで楽しくて楽しくて大声で笑っ
てばかり！ 本当に楽しい旅行でした♪

あっという間のセブ！ 通訳さん、ドライバーさん、
メイドさん大変お世話になりありがとうございました！

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴１１年６ヵ月　久保田さん

出発日９月１７日（７泊８日）
会員歴３年８ヵ月　塚原さん

出発日９月２日（４泊５日）
会員歴１８年９ヵ月　池上さん

出発日９月１７日（７泊８日）
会員歴２年２ヵ月　中村さん
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ＧＷ明けから３回目のセブ旅行でした
が、またまた新しい楽しさ発見の４泊
５日でした。今回の飛行機は行きがセ
ブ着１３時３５分、帰りはセブ発１４
時２０分を使ったので、滞在日をフル
活用できました。今回特に楽しかった
事の一つはゴルフです。コーラルポイ
ントリゾートから車で２０分。基地の中
にあるマクタンアイランドゴルフクラブ
で妻とゴルフをしました。朝露に包まれ
た早朝５時半にスタートして気温が上
がる前の９時半には終了できて、快適

でその後の時間も有効に使うことができました。元ツアープロのキャディーさんが付き、ホ
ール毎にプロらしい適切なアドバイスをくれ、とても攻め方の勉強になりました。出発日の
朝にもう一度ラウンドを楽しんできました。また、アイランドホッピングで訪れたナルスアン
島では、餌を買ってフィーディングしたら美しい魚達が群がり、感動の体験でした。翌日、施
設の前の海でシュノーケリングしながら、餌代わりにパンを使ったら、近くの魚達が集まって
きて感動の再現でした。最後の夜はおもてなしのディナー、通訳さん、ドライバーさんをお
誘いしてカラオケ、ダンスホール見学など最後までアクティブでエキサイティングな旅でし
た。何もしない贅沢を味わうのもバカンスとしては良いのかも知れませんが、じっとしてい
られない性格から滞在中は目一杯のスケジュールでした。通訳さん、ドライバーさん、メイ
ドさん達には何時も笑顔でおもてなしをしてくれて本当に有難うございました。またの訪問
を祈念しつつ、ワールドビッグフォーとの出会いに感謝しています。

今回得に楽しかったのはゴルフ！ 朝露に包ま
れた早朝５時半にスタートし、とても快適でした！

男性１名、女性６名と統括さんの経験も様々な合計８名の
グループで抱えきれない程の楽しい思い出が出来ました♪

出発前日の夕刻、アクシデントが起き
た。案内役の朝田さんが嘔吐と目まい
で倒れ入院してしまった。嘔吐の原因
はお笑いのような顛末なので本人に聞
いてほしいが、周囲の皆が大変心配し
て情報は一夜のうちに各方面に広がっ
た。皆が心配したのは彼の身体の方で
はなかったらしく「預けてあるものは大
丈夫か？あなた一人の身体じゃないん
だから大事にして！」とのお見舞いがあ
ったらしい（笑）もちろん冗談です。な
お、この点に関しては事務所に連絡す
れば、直ぐに対応して下さるそうなので安心した。さて、それからが大変で、朝田さんの帰り
の航空券をキャンセル、成田空港近くに駐車場を予約したもののゴールデンウイークで渋
滞は避けられない。迂回路もわからないのでキャンセルして電車で行く事にした。ところが
帰りは遅くなるので特急あずさに間に合わない。翌日、タクシーの予約も入れ、やれやれ何
とか行き帰りの手配ができたところへ「回復したので後ろから追いかける」と朝田さんから
の連絡（遊びにかける情熱が凄い！）、帰りのタクシーはキャンセルした。さて今回で３回目と
なったセブ旅行は晴天に恵まれて、初日からバンカーボートでナルスアン島へ繰り出した。
２日目は滝を見てからサンゴ礁に彩られたバディアンまで足を伸ばし宿泊。翌日は早朝から
オスロブへ向かい、ジンベエザメと一緒に泳いだ後は、続け様にスミロン島の透明な海で
サンゴ礁の中を熱帯魚と遊泳した。言うまでもなく夜はクラブでのダンス。今回はWDSF選
手権ファイナリストのジャムと踊ることができた。

セブ旅行

最後の夜はおもてなしのディナー！ 通訳さん、ドラ
イバーさんをお誘いしてカラオケを楽しみました♪

ジンベエザメと一緒に泳いだ
後はスミロン島へも行きました！

ジンベエザメとスミロン島 セブでゴルフ満喫！

念願のCebu
念願のCebu島に５泊６日で行ってき

た。男性１名、女性６名（元女性と言っ

たほうがいいかな？）と統括さんの合計

８名で、ごった煮のようなグループ。フィ

リピンは平均年齢２３歳という成長期

の国。翻って我 グ々ループの平均年齢と

いえばその約３倍。経験も様々。こんな

構成でまとまるのかと思いきや、同じボ

ランティアグループに属する仲間なの

で、思考回路はほぼ似通っている。統括さんが決めて下さったきめ細やかな旅程を大いに

楽しんだ。何よりも目の保養はまぶしいばかりの海と空の青。コーラルポイントリゾートとい

う名が示すように、サンゴのある所の海はきれい。口の保養は毎朝のマンゴージュース。マ

ンゴー・パイナップル・ミックスと都会の喫茶店が真似してもしきれない芳醇な味わい。洞窟

内で泳ぐという珍しい体験もした。泳ぐというより、泳げないのを意識する水遊びだった。船

でボホール島に渡るときにイルカの伴走を見るという珍しい体験もした。Chocolate Hills、

メガネザル観察、生演奏付きの川下り、地元の人達に参加した踊り、竹の吊り橋渡りなど、抱

えきれない程の楽しい思い出を携えて帰路についた。また、行きたい！

ジンべエザメとスミロン島を満喫！ハプニングもあり
ましたが、セブ旅行は晴天に恵まれて最高でした！

「今回で四回目なのよ。」と娘に言われ

て、四年連続なのかと自分でもびっく

り。毎回新しく初めてのような印象で、

楽しい日々を過ごさせて頂いているの

です。出迎えて下さるリサさんも笑顔で

何か顔なじみという感じで、他の方々も

笑顔での挨拶で旅の疲れも吹っ飛んで

しまいました。美味しい夕食後、若い方

達はダンスへと出かけたのですが、私

はコーラルポイントリゾートの部屋で明日からの楽しいスケジュールに疲れぬように早めに

床に就きました。翌日はナルスアン島に渡り、船上での昼食はバーベキューを美味しく頂き

ました。また、バディアンゴルフリゾートを経由してジンベエザメウォッチングも体験しまし

た。若い方達は颯爽と海に入って、心地良さそうに泳いでいる。船の上から見ると、ジンベエ

ザメが直ぐ横で泳いでいる。そのすぐそばで餌をまきながら別の船がついている。餌がなけ

れば「パクッ」と大きな口を開けてそばで泳いでいる人達を飲み込んでしまいそうな感じで

恐ろしく思った。楽しい旅行でした。

バディアンゴルフリゾートの心地
よい風に吹かれながら、記念撮影！

念願のCebuを満喫しました！ ボホ
ール島の竹の吊り橋で記念撮影！

四年間連続で四回目のセブ島です。
もう顔なじみの通訳のリサさん♪

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴３年５ヵ月　河野さん

出発日５月７日（４泊５日）
会員歴７年７ヵ月　西田さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴３年５ヵ月　黒岩さん

出発日５月１７日（５泊６日）
会員歴４年４ヵ月　橋本さん
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私は数ヶ月前に右腕中間接骨折で、セ
ブの旅もダメかと思いつつ治療を続
け、治癒した訳ではありませんが、宿岩
統括さん夫婦と成田空港に３人で合
流。総勢９名でセブへ旅立つことがで
きました。南国セブのコーラルポイント
リゾートへようこそ！とメイドさん達は
笑顔で迎えて下さいました。ウェルカム
ドリンク（バナナ）で乾杯！おいしく頂き
ました。２日目、マリンスポーツではバ
ナナボートに挑戦！４人で時速４０キ
ロくらいの速さで波に打たれ振り落と

されないようにロープに掴まり乗馬気分、スリル満点！３日目、島めぐりでバンカーボートに
乗りカモテス島へ。海はコバルト色、波も穏やかで水平線とマイナスイオンの心地良い風に
癒される。リゾートハウスで昼食を頂く、中華風の料理やヤシの実ジュースなどを頂く。島内
を観光すると、下校途中の元気な子供達が手を振ってくる姿を見て嬉しく思う。車から降り
て触れ合い話してみたかったのですが、帰りの船の都合で早くに戻りました。海は打って変
わって荒波に、帰りはバンカーボートになかなか乗ることが出来ずパニックになりました
が、無事コーラルポイントリゾートに戻る事ができ不安な表情も笑顔に変わる。スタッフの
皆さん大変ありがとうございました。市内ではエステ体験、射撃、ショッピング等々楽しい旅
でした。さよならパーティーには子豚の丸焼きをおいしく頂きました。通訳さん、ドライバー
さん、生バンドにスタッフの皆さん、お世話になりありがとうございました。

骨折治療中なのに時速40キロのバナ
ナボートに挑戦！ワイルドだろ～（笑）

ボホール島ではロボック川クルーズ、チョコレ
ートヒル、かわいいターシャにも会えました♪

母娘で初めて訪れたセブ。英語はほん
の少しわかる程度・・・大丈夫かな？そ
んな出発前の不安は全くの取り越し苦
労でした。空港で出迎えてくれた通訳
のミッシェルさんは、食事から買い物・
アクティビティまで外出時のすべての
通訳をこなして下さったので、ほとんど
不自由する事無く安心して楽しめまし
た。尚且つ私達が気を使わない近距離
で見守り、困った時には素早い対応、
「これが本物の心遣い」と実感。それは
メイドさんも同様で、特にコーラルポイ
ントリゾートの散歩やプール・ジャグジーを一日満喫した日や、母が体調を崩し急遽予定変
更で、お粥を作ってもらった時など、心優しい気配りにとても嬉しくなりました。心地良い風
やバーベキューを楽しんだ島巡り、水深５Mの魅力的な別世界に心を奪われたシーウォー
カー、美味しい料理の数々、素敵なお部屋と調度品～セブのゆったりした時間の流れと美し
い空とともに、素敵なおもてなしを堪能しました。今回行けなかった通訳さん一押しのニュ
ーハーフバー（ダンスステージがすごいらしい！）や、鞄や財布のショッピング、ボホール島へ
も次は行きたいと計画中。ジュースもアイスも勿論、そのままも美味しかったマンゴーやパ
インにバナナ、それから紫芋のアイスも、ラプラプやビーフンなどのフィリピン料理も、どれ
も好みでまた食べたいな～と今からワクワク。おかげさまで美味しく楽しく安全なセブ旅行
を、母娘２人満喫できました。ありがとうございました！また行きます～

癒されるセブ

セブ２回目の旅！ 骨折の治療中でしたが、
総勢９名でセブへ旅立つことができました！

気を使わない近距離で見守り、困った時には
素早い対応、「これが本物の心遣い」と実感！

おもてなしの心が嬉しい～美味しい南国セブの旅♡ セブ２回目の旅

楽しかったセブ旅行
「ただいま！！」３人でのセブ島、実現し
ましたね。６月２３日マクタン島に一歩
入りました。ワールドビッグフォーのＴ
シャツを着た通訳のノバさんが迎えて
下さいました。１階の部屋は初めてで
す。キュートなメイドさんが作って下さ
ったマンゴージュースの味は懐かしく、
超美味しくて幸せです。セブの家族に帰
宅したと思いました。ちょとオーバーね！
２４日７時発、カワサン滝へ。ドライバ
ーさんのハンドル捌きのスバラシさ！安
心ですね。途中大粒の雨、行きたかった

けど中止にしてショッピング。２５日、パラセーリングとバナナボート。青い空と海、３人のジ
ャジャ馬少女？風に吹かれ若返りましたネ。２６日、ボホール島へ。ロボック川クルーズ、食
事がとても美味でした。チョコレートヒルの山々は感動的でしたね。小雨の中、会いたかっ
たターシャに会えました。小さな猿の大きな目に見つめられそのかわいさに幸せを感じま
した。２７日、パンダノン島へ船で向かいました。最高のお天気、真っ白な砂、青い海と空。絵
を描いたり食事をしたりビールを飲んだり笑いの絶えない日々でした。本当に感謝、感謝で
す。皆様ありがとうございました。※４年前にギター工場でウクレレを購入。先生にほめられ
ました。現在老人ホームのボランティアでそのウクレレを弾き、歌ってます。セブの刑務所見
学は中止とのこと。日本では年１、２回ライフワークとして刑務所に訪問しています。比較検
討したいとおもいましたが残念でした。でもまた美しく、平和なセブ島にリフレッシュしに来
たいと思います。ありがとう。

素敵なお部屋と調度品、時間の流れ
と素敵なおもてなしを堪能しました！

今回の参加者は私達夫婦と夫の妹夫

婦、従弟夫婦、友人の９名で、そのうち

セブ島が初めての方々は５名、期待に

胸を膨らませての旅でした。マクタン空

港に降りると、南国特有の甘い香りと暑

さと優しいスタッフに出迎えられ、マン

ゴージュースで乾杯～♪明日のスケジ

ュールの打ち合わせをして各自就寝。

二日目はさっそくマリンスポーツ等へ

お出かけ。各々射撃、ジェットスキー、パ

ラセーリング、バナナボートとスリル満

点で、童心に戻り皆さん大満足。三日目は朝方まで降っていた雨も上がり、カモテス島へい

ざ出発。波も静かでバンカーボートで３時間程、真青な海原を途中飛び魚も歓迎してくれて

いる。カモテス島に着き、素敵なゲストハウスでの昼食に舌鼓。休息し（ここで泊まりたいな

～）島内を見学し、コーラルポイントリゾートへ帰着し、夜はニューハーフショーでうっとり。

四日目はショッピング・エステと盛り沢山な一日でした。夜はサヨナラパーティー♪特別注文

の豚の丸焼きに参加者感激でした。これで四泊五日の旅もあっという間に終わり、ストレス

解消にもなりました。珍道中ではありましたが、やはりいつ行ってもセブ島は癒しの島です。

多くの方々にお勧めですよ！スタッフの皆さんありがとうございました。

スリル満点のマリンスポーツで童心に戻り皆さん大
満足！ やはりいつ行ってもセブ島は癒しの島です♪

真っ白な砂、青い海と空。絵を描いたり
食事をしたり笑いの絶えない日々でした！

癒されるセブ♪四泊五日の旅もあっという
間に終わり、ストレス解消にもなりました！

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴１９年６ヵ月　宿岩さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　市村さん

出発日５月１０日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　黒宮さん

出発日６月２３日（５泊６日）
会員歴１１年６ヵ月　猪俣さん
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２年ぶりに２回目のセブ旅行へ行って

きました。前回と同じ通訳さん、運転手

さん、メイドさん達に会い「また来たん

だ！」という思いが込み上げてきました。

今回もパラセーリング、バナナボート等

のマリンスポーツをしました。波が高か

ったせいか、バナナボートはとても激し

くスリリングで楽しかったのですが、落

ちないように必死につかまっているのが大変でした。島に船で移動しシュノーケリングでた

くさんの魚を見たことも良い思い出となりました。でも今回はジンベエザメを間近で見れた

ことがとても良い体験になったと思います。子供達は海に入って手の届きそうなところで見

ていました。大人たちは船の上からでしたが、大きな体で泳いでいる姿は迫力があり、とて

も感動しました。このほかにもいろいろな楽しい思い出ができた６日間となりました。ワー

ルドビックフォーのスタッフの皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

２年ぶりに２回目のセブ旅行へ行ってきました！
今回はジンベエザメを間近で見れました♪

会員になって１０年余り！ 主人から息子夫婦に“ありが
とう” の気持ちを伝えたいとセブ旅行が実現しました！

念願だったプレミアムアイランドセブトリップ
に行かせていただきました。やはり聞くと観る
とは大違い！眼を見張るばかりの成長中のセ
ブ！ここ数年でビルの建設ラッシュで空港も大
拡張工事で成長真っ只中！私の訪セブの目的
は7つ。①WB4大富豪のコンドミニアム滞在体
験 ②メイドさん体験 ③父の最期の地に家族
の近況報告 ④Ｔシャツ撮影会 ⑤スパ＆全身
エステマッサージ&ネイルの施術 ⑥ＱＱ
English見学 ⑦プレミアムセブフード&ワイン 
⑧マーケットリサーチを４泊５日に詰め込ん
だ濃密スケジュールでしたが目的はすべて実
行できました。感謝です。朝のスタートは幅4
メートルもありそうな豪華エンペラーズベッ
ドの中です。鳥の声に目覚め起床し朝日と共
にプライベートビーチを散歩し、海辺のカニ家族に出会ったり、穏やかな海の向こうに見える島々へロマン
を馳せたり、今ここを感じる以外なにも考ない最高の贅沢タイム！これぞ大富豪のライフスタイル体験でし
た。メイドさんもいつもニコニコスマイルで優しくてほんとにハッピー気分いっぱいになりました。ディナー
はコーラルポイントリゾート近くの海辺にあるシャングリラやムーベンピックに行きました。スコールに見舞
われたりのハプニングもありましたがプレミアムディナーはセレブ気分いっぱいで最高でした。セブは英語
留学も盛んなのでJWBホテルのQQ Englishの見学をさせていただきました。若い方や家族など200名以上
が英語を学んでいました。お食事も日本人向けに工夫されていてお蕎麦もありとても安心でステイしやす
い印象でした。ショッピングエリアでは新しいSMシーサイドマートは日本食屋さんもたくさん。ナイキ、アデ
ィダスなど有名スポーツブランドやH&Mも出店しています。ショッピングしていたら突如現れるスケートリン
ク！巨大な空間に圧倒されました。ランチのイタリアンは日本以上に美味しいワインとピィッツア！とにかくシ
ーフードレストラン巡りはとても美味しくて気に入りました。スパ＆エステマッサージも贅沢なよい体験でし
た。私はその前の37年前に訪セブした経験がありますが、全く何もない島でしたからなおさらです。これか
らがますます楽しみが増えるセブ！年に一回と言わず年に数回行ける計画をたてたいと思います。

家族の絆

いろいろな楽しい思い出ができた６日間♪
子供達も沢山の経験をする事ができました！

またキラキラエネルギーのセブへ、年に一回と言
わず年に数回行ける計画をたてたいと思います！

「万華鏡のようにキラキラエネルギーに満ち溢れたセブ」 楽しかったセブ　

実現したセブ旅行
会員になって１０年余り。なかなかセ
ブに行けなかった。今年４月に次男が
私達の会社に入社してくれて、主人が息
子夫婦に“ありがとう”の気持ちを伝え
たいとセブを選んだ。出発前、８月は雨
期なのでどんよりした天気の日が多い
と聞いていましたが、パンダノン島に行
った日は南国の太陽と透き通った青い
海に今、セブにいるんだと実感！若い二
人はパラセーリングを体験。私も初の
足の角質取りなど、様々な体験で心身
共にリフレッシュ出来ました。これもマ

クタン・セブ空港からガイドさん、ドライバーさんがずっと同行して下さり、何の不自由も無く
安心して過ごせたお陰です。可愛いメイドさん達にもお世話になりました。８月はお嫁さん
の誕生日で、いつも９月の私の誕生日を二人が祝ってくれるので、今回はお嫁さんにサプラ
イズをとガイドさんに相談。最後の夕食の席にロウソク付きのデザートを頼みました。それ
に加えてメイドさんにケーキをお願いして買って貰えることも出来ると提案され、それなら
ばお世話になった皆さんにもお祝いして貰え、きっといい思い出になるとすぐにお願いしま
した。サプライズは成功！フィリピンのバースデーソングを歌って下さり、皆で記念撮影。お嫁
さんも喜んでくれ、家族の距離も更に近くなった様です。感謝です。出発前からワールドビッ
グフォーにこんなにもお世話になっていいのでしょうか？という思いがありました。ありがと
うございました。覚えたての「サマラー」（ありがとう）の言葉を残し、帰路につきました。

ランチのイタリアンは日本以上
に美味しいワインとピィッツア！

７月３０日朝八時、家の前より親子孫、
朝田さんの総勢14名はバスに乗った。
孫たちはどことなくにこやかだ、セント
レア(中部国際空港)よりマクタン島へ。
空港に降り立つ頃には、真っ暗である。
明かりの中に二年前にお世話になった
懐かしい顔が出迎えてくれた。明日より
異なった生活を一週間楽しむことがで
きる、一体孫たちはどんな気持ちで何
を見たりふれたりするであろうか。もち
ろん親子世代もここに来れば楽しみが
ある。海の上で遊び、食事等全てが違
う、日本にないパン、おいしくて色とりどりの野菜や果実。一番大切に感じるのが水である。何
の不自由もなく当たり前と思って使っていたり飲んだりしているものが、口にするときは必ず
ミネラルウォーターである。自国であれば水道水をそのまま飲むことができるのに、こんな
に水のありがたさを感じるものなのか、家づくりも大小様々、この国の人たちは皆温かく優し
い、何がそうさせるのか？温暖であり自然の豊かさ、海、陸とも美しく、さらにすばらしい教会
であるマリア様であるのか？家族が楽しみ、異文化に触れ将来孫たちが世界の広さを感じて
ほしいと願うところである。朝田さんには５泊６日のセブ島の旅に付き添い、行き届いたお
世話をいただき気持ちよく私達、そして子供、孫が楽しく旅行できましたこと心より感謝し、
現地の通訳さん、運転手さん、コーラルポイントリゾートのメイドの皆さんの心の行き届い
た対応に感謝、感謝です。ありがとうございました。

総勢14名の家族旅行！ 異なった生活を一
週間楽しみ、私たち家族の絆も深まりました！

お嫁さんへのサプライズは成功！ フィリピンの
バースデーソングを歌って下さり、皆で記念撮影♪

コーラルポイントリゾートのメイドの皆さん
の心の行き届いた対応に感謝、感謝です！

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年７ヵ月　中村さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年７ヵ月　中村さん

出発日６月３０日（４泊５日）
会員歴６年１０ヵ月　喜多さん

出発日８月１３日（４泊５日）
会員歴１０年１０ヵ月　星さん
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２度目のセブでした。昨年初めて行っ
たセブの感動をもう一度！のワクワク
感でいっぱいでした。そして前回帰国
してその感動を一生懸命、主人に伝え
ました。しかし、今一つ実感が伝わら
ず、今回は主人も初参加してもらいま
した。まさに『百聞は一見に如かず』主
人は本当にゆったりと楽しいバカンス
を実感していました。美しいセブの海、
コーラルポイントリゾートのプールを
満喫しました。昨年シーウォーカーで
セブの美しい海は体験してきました

が、今回は島に渡り、素潜りで魚と触れ合い、昼食のバーベキューではお肉やエビ、イカ、
特にアワビ、ビールに下鼓しました。またマリンスポーツでは新たに、シュノーケリング、
バナナボート、ジェットスキーも楽しみました。海と魚に触れ合うひとときでした。まさに
『Ｉ♡ＣＥＢＵ』です。さらに新たな体験もしました。「スペインのバルのような、地元バー
か居酒屋に行きたい！」という願いも、通訳のリサさんは「はい、ありますよ。」とセブの居
酒屋に連れて行ってくれました。つまみも美味しく生ビールも飲むことができて大満足で
した。そしてラプラプ公園には３回行きました。貝殻細工のアクセサリーを沢山買いまし
た。これは、昨年来た時のお土産に渡して喜ばれたので今回も買ったのです。日本の『お
もてなし』以上に、今回も心地よいおもてなしを受けて大満足のセブ旅行が終わりまし
た。スタッフのみなさまに感謝！

色々なマリンスポーツ、そして海と魚に触れ合
うひとときでした。まさに『Ｉ♡ＣＥＢＵ』です♪

プールでも童心に帰った様に
泳ぎ、楽しいバカンスでした♪

弟が３８年間の職場を退職したのを
機にセブ旅行をプレゼントしました。弟
と二人だけの旅行は私が高校１年、弟
が小学４年以来、実に５０年ぶりです。
その時は山形県の蔵王に２泊３日で
スキーに行って来たのでした。さて今ま
では妻や息子達と一緒に１０回程ワー
ルドビッグフォーのお世話でセブ島を
楽しんできましたが、弟は初めてのセ
ブ旅行ですので色々体験させてやろう
と思いました。初日、飛行機の到着が予
定時刻より遅れましたがそれが幸いし
たのか、機内から夕日の沈む光景が実
に美しく感動しました。去年ランタオの水上レストランから見た夕日も美しかったですが、そ
れ以上に感じました。今回の兄弟旅行を祝ってくれているかの様でした。２日目、午前中はラ
プラプにあるマジェラン記念碑やサンペドロ要塞などの市内観光、午後にはマッサージや
セブ市のウォーターフロントホテル内にあるカジノなどをして楽しみました。また他の日に
は射撃など、日本ではなかなか出来ない体験をしました。ライフルの重い事や、４５口径な
どを体験出来て楽しかったです。その他の楽しみの一つにフィリピン料理を食べる事があり
ました。皆さんが良く行くお店、チカアンやゴールデンカウリー、マリバゴグリルなどにも行
き、どれも美味しい料理を堪能することが出来ました。息子から勧められていたブルーウォ
ーターの水上レストランでの海鮮料理は残念ながら次回に持ち越しになりました。とにかく
あっと言う間の５日間でした。ドライバーのベルナルドさん、通訳さん始めメイドさん達、皆
様ありがとうございました。弟も大満足で帰路につきました。

楽しかったセブ島

主人に伝えても今一つ実感が伝わらないもどか
しさから、今回は主人も初参加してもらいました！

到着時刻が送れた飛行機の機内からは、私達
を祝福してくれている様なきれいな夕日でした♪

兄弟旅行 新たな発見・体験のセブ！

楽しかったバカンス　　
３回目のセブ旅行は、妹夫婦、叔母、友

達の５人で行って来ました。天候に恵

まれ、本当にバカンスを楽しんだ旅行

になりました。一番驚いたのは、空港か

らコーラルポイントリゾートに行く道が

少し広がり舗装され、前回来た時より

も変わっていた事でした。コーラルポ

イントリゾートに早く着いた気がしました。これからどんどん変わって行くのでしょうね。メ

イドさんはいつも通り親切で明るく、変わっていませんでした。でもみんなきれいになって

自分が年を取ったなと感じてしまいました。通訳さん、運転手さんにも大変お世話になり

ました。今回はマリンスポーツを楽しみ、海、プールで泳ぎ楽しいバカンスでした。童心に

帰ったようでした。

５０年ぶりに弟との二人旅。弟の退職
を機にセブ旅行をプレゼントしました！

６月１５日から１９日まで、お友達か

らお誘い頂いてセブ旅行に行って来ま

した。久し振りの成田空港を出発し、セ

ブ島に着くまで機内食もおいしかった

し快適でした。４泊５日、セブの旅はバ

ーベキューしたり、プールで泳いだり、

バナナボートに乗ったリ、シュノーケリ

ングしたりととても楽しかったです。久

し振りに水着も着て若い時を思い出してしまいました。メイドさん達に沢山良くしていただ

き、通訳さん、ドライバーさんにも良くしていただきました。ゆったりとのんびりとした日々

が、日頃いそがしくしている自分を見つめ直せるいい機会でもありました。最後の夜、コーラ

ルポイントリゾートのお部屋でのパーティーではメイドさん達の素晴らしいディスコダンス

を見せていただき感動しました。本当にセブ島での素晴らしい旅行を有難うございました。

又、セブ島に来たいと思います。

４泊５日、セブの旅はバーベキューしたり、久し
ぶりに水着も着て若い頃を思い出しました。

今回は５人で行って来ました。天候にも恵
まれ、沢山マリンスポーツを楽しみました！

コーラルポイントリゾートではメイドさん達
に沢山よくして頂き、のんびり出来ました！

出発日６月１５日（４泊５日）
会員歴３年２ヵ月　深沢さん

出発日６月１５日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　難波さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴１０年８ヵ月　川崎さん

出発日６月１５日（４泊５日）
会員歴４年６ヵ月　鈴木さん
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一昨年に再婚し、今回、新婚旅行を兼

ねセブ島にやってきました。セブ・マク

タン国際空港から見たセブ島、夜景の

美しさには感動しました。夜遅くにも関

わらず、空港に迎えに来て頂き、夕食を

とり、コーラルポイントリゾートに到着

したらメイドさんに迎えてもらえ、荷物

を部屋まで運んで頂き有難うございま

した。翌日からは通訳のシャローンさん

に観光地をいろいろ案内してもらいま

した。学生の夏休みが５月迄という事

で、行く先々混んでいました。ジンベエザメ見学も大変混んでいて、僕らが到着してから１時

間位した所で、当日の見学が中止になり、辛うじて私達はジンベエザメを見る事が出来まし

た。また、シーウォーカーやパラセーリングなども楽しみました。日本では経験する事がな

い、オイルマッサージや爪の手入れ、足のかかと削りなど、統括の前山様のお陰で経験で

き、感謝申し上げます。日本では見れない青 と々した海の色を見ながら、島に渡ってのバー

ベキューを楽しんだり、何十年ぶりかの海水浴を楽しんだり、充実したセブ旅行でした。スタ

ッフの皆様を始め、ドライバーさん、通訳のシャローンさん、大変お世話になり、楽しい１週

間有難うございました。思い出に残る新婚旅行でした。

ジンベエザメ見学ツアー、沢山の人達で危う
く締め切られるところでした。見れてよかった！

綺麗な海で初めてのシュノーケリングや
船上バーベキュー、パラセーリングを体験！

１０年ぶり２回目のセブ。男性３名、女

性２名。６月だったので日本との気候

の違和感はありませんでした。通訳さ

ん、ドライバーさんが空港で待っていて

くれ、夕食をとりその後コーラルポイン

トリゾートへ。なつかしかった～～～！！

来た～～～って感じ♪２日目、女性は

エステへ。これまた気持良くてZZZzzz

寝てしまった。ショッピングを楽しみ、ア

イスクリームも美味しかったですよ！夜はニューハーフショーに行き、美しい女性？？のダン

スを観てその余韻に浸りながらコーラルポイントリゾートへ。３日目、ボホール島では船上

でランチ。小さい小さいターシャを見てチョコレートヒルの絶景。誰かがドローンを飛ばして

いました。４日目はコーラルポイントリゾートでゆっくり過ごし、メイドさん達には美味しい

食事をつくって頂いたり洗濯もしてもらい、家では味わう事の出来ない至福の時を過ごしま

した。楽しい５日間でした。有難うございました。

２度目のセブ旅行

思い出に残る新婚旅行をセブ島で１週間
過ごして来ました♪とても充実しました！

コーラルポイントリゾートでは食事や洗濯
をしてもらい、夜はパーティーを堪能♪

２度目のセブ 憧れのセブ島

最高のセブ旅行
今回、ゴールデンウイークを利用して初

めてのセブ島旅行に行かせて頂きまし

た。到着してまず感じたのは「なんだ！こ

の暑さ」でした。夜でこの暑さだと、明日

以降の昼は過ごせるのかと少し不安で

したが、翌日パンダノン島へ向かう船に

乗ると、そんな不安は全くなくなりまし

た。きれいな海で初めてのシュノーケリ

ングと船上バーベキューは最高でした。そして翌日は、またまた初めてのパラセーリング！風

が気持ち良く、景色がきれいで本当に感動しました。夜はカジノで一日中満喫できました。

そして最終日の前夜には、朝田さんがパーティーに招待して下さり、５５歳の誕生日をお祝

いして頂きました。何不自由なく最高の５日間を過ごせたのも、紹介者さんを始め、通訳の

ノバさんやドライバーのナルドさん、メイドさん達のお陰です！最高のセブ旅行、本当にあり

がとうございました。

１０年ぶり２回目のセブ。懐かし～い！！
今回はボホール島を観光しました！

７月２２日から９日間、セブ島へ６人
で渡航しました。今回の目的は、ジンベ
エザメ観賞とボホール島巡り、コーラ
ルポイントリゾートのスペシャルビラ、
バディアンゴルフリゾートに宿泊するこ
とです。２３日、市内観光最初の晩餐が
『呑ん気』で和食を食べるとはアンビリ
バボー！２４日、パンダノン島へ。真白
な砂浜とエメラルドグリーンの海が広
がり南国の素敵な島でした。夜は『ラン
タウ』で海と夕日を眺めての食事を楽し
み、なかなかの雰囲気です。１０００
０Ｒｏｓｅ　Ｃａｆｅも見に行き素敵でした。２５日、カルカルの『ジョリビー』でハンバー
ガーを食べ、イスに座っての整体マッサージは安くって気持ち良かった。モアルボアルのベ
ランダでディナー。海が一望できる抜群のロケーションでのフィリピン料理が美味しかった。
バディアンゴルフリゾートに一泊し、翌日はジンベエザメを水中カメラで撮影し、悠然と泳ぐ
姿は美しい生き物だと感動しました。帰りにアルガオのセント・ミゲル大天使教会を見学し、
新しいＳ・Ｍシーサイドシティーでハロハロを食べました。コーラルポイントリゾート・スペ
シャルビラは豪華で広 し々ていて感激しました。２７日、ボホール島へ。ロボックリバーラン
チで生演奏の音楽と景色を眺め、南国の雰囲気を楽しむことができた。ターシャは小ちゃく、
チョコレートヒルは大きく、文化遺産を見て満足した。２８日は、お目当てのパーティーを開
いて頂き、懐かしい顔ぶれと再会し、生演奏でダンスを踊ったり、料理を頂いたり、良い思い
出に残る楽しい夜になりました。また若い皆さんに会いに行きたいと思います。

初めてのジェルネイル。髪の
エクステと気分はレインボー♪

５５歳の誕生日をパーティーとバー
スデーケーキで祝って頂きました♪

水中で見たジンベエザメの雄大さに感動しました！

出発日７月２２日（８泊９日）
会員歴１１年７ヵ月　長滝さん

出発日４月２７日（６泊７日）
会員歴４年１１ヵ月　坂井さん

出発日６月２３日（４泊５日）
会員歴１１年７ヵ月　池田さん

出発日４月２９日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　下村さん

♥

♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥



13 14

母と弟、１１ヵ月の娘と初めてセブ島
へ行ってきました。娘は初の海外。少し
ドキドキしながら連れて行きましたが、
移動中もとてもいい子で到着してから
も通訳さん、ドライバーさん、メイドさ
んが温かく迎えて下さり、旅を楽しんで
いました。雨期に行ったので天気が心
配でしたが、雨が降ったのは一瞬で天
気に恵まれて毎朝テラスで見る絶景と
潮風がとても気持ち良かったです。パ
ンダノン島では、シュノーケリングをし
ました。かわいい魚が泳いでいたり、海
がキレイでずっと泳いでいたい気分で

した。海を眺めながらのＢＢＱも最高でした。翌日はパラセーリングをしました。高いところ
が苦手な私ですが、空と海がキレイで全く怖くなく楽しかったです。コーラルポイントリゾー
トのプールもステキな所で、娘も気に入ったようで、浮輪でプカプカ楽しそうでした。どこで
写真をとっても絵になり、写真も沢山撮りました。次の日は観光とショッピング。ラプラプ像
やマゼランクロスへ行き、フィリピンの歴史に触れる事ができました。ショッピングはＳＭ
（シューマート）モール、アヤラモールへ行きました。安くてかわいい物が沢山買えました。最
後の夜はさよならパーティーでＳＭにあるバイキングをご馳走になりました。フィリピン料
理だけでなく日本食や中華何でもある大きなバイキングで美味しかったです。夢のような
５日間で出会ったセブの皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。次は仕事で行けなかった
主人と父も一緒に旅したいです。ありがとうＣＥＢＵ♡大好きＣＥＢＵ♡

ショッピングでは安くてかわいい物が沢山買えました！
夢のような５日間で出会ったセブの皆さんに感謝です！

日本では体験する事ができないような透明な海！ シュノ
ーケリングで魚達と出会い、時間を忘れて楽しみました！

友人に誘われて２人旅。最初は緊張と

不安で一杯であったが、マクタン・セブ

空港に着いて通訳兼ガイドのミッシェ

ルさんと運転手のベルナルドさんの笑

顔を見た途端、一気に不安は吹っ飛び

ました。一夜明け、朝からセブ市内観光

とショッピングへ。夜はカジノ見学や夜

景スポットへ、そしてフィリピン料理の

バイキングとハードなスケジュールにも対応して頂きました。島でのバーベキューは途中雨

に降られましたが、通訳さん、運転手さん、メイドさんが一緒に楽しく盛り上げてくれました。

また、毎晩お部屋で受けたオイルマッサージは、一日の疲れが取れてとても気持ち良くて最

高でした。夢の様な５日間はあっと言う間に過ぎ、帰る日は早朝から皆で記念撮影！！皆さん

に「また来年ね～」と声を掛けられながら見送られましたが、本当にまた来年もセブ島に行

きたいと思いました。今でも嫌な顔一つせずに世話してくれた現地のスタッフさんの笑顔が

思い浮かびます。ステキな思い出をありがとうございました。

素敵な CEBU

娘は初の海外！少しドキドキしながら連れて行きまし
たが、移動中もとてもいい子で旅を楽しんでいました！

夢の様な５日間はあっと言う間に過ぎ、
帰る日は早朝から皆で記念撮影！！

I LOVE CEBU 最高の家族旅行！！in CEBU♡

初めてのセブトリップ！！
人生初めての海外旅行は、母姉姪と４

人でセブトリップ！楽しみと不安が少し

ありましたが、通訳のシャローンさんが

笑顔で迎えてくれて不安は吹っ飛びま

した。アイランドホッピングでは、日本で

は体験する事ができないような透明な

海！シュノーケリングで魚達と出会い、

時間を忘れて楽しみました。いつの間

にかお昼になり、ひたすら海に潜っている私を通訳さんが呼びに来てくれ、ランチスタート。

海を見ながら、美味しいお肉やエビをお腹いっぱい食べて大満足でした。毎晩お酒をコー

ラルポイントリゾート４階から見えるオーシャンビューをつまみに楽しみ、贅沢を味わいま

した。波の音に耳を傾けるだけで、日常の忙しさを忘れ、癒されていました。現地で常にお

世話になったシャローンさん、スタッフの皆様はとても親切にして下さり、本当にありがとう

ございました。またセブに行きたいと思います。セブトリップ最高！！

島でのバーベキューは途中雨に！ でもスタッフの皆さんが
皆で盛り上げてくれました！ドライバーさん面白いです♪

５月２９日から６月２日までの４泊５

日で行って来ました。天気にも恵まれ楽

しい旅でした。友人と２人での参加で

したが、通訳兼ガイドさん、ドライバー

さん、メイドさん達に親切にして頂き安

心して過ごす事ができました。コーラル

ポイントリゾートでは、健康的な朝食

（マンゴージュース最高！）、プールを独

り占め、可愛いメイドさん達とのおしゃ

べり。市内観光では広～いショッピング

モールや地元の市場に連れて行って貰

い、日本では見れない物も多く見る事ができ大満足でした。素晴らしい海の景色を見ながら

近くの島へ船で行きバーベキュー。スタッフが用意してくれた食事をみんなで頂き、その後

は全員、海でキャーキャー言いながら泳ぎました。楽しかった～！初めて見たニューハーフシ

ョー（アメージングシアター）では美しいお姉さん達にウットリ。本当に男性なの？と思う程、

皆さんキレイでした。日本人のお客様向け？に「涙そうそう」の曲が流れ感激しました。旅行

に行く前は、５日間て長いな～、退屈したらどうしようと考えていたのですが、そんな心配も

すべて吹き飛ぶ位、毎日盛りだくさんで充実した５日間でした。お世話して下さったスタッフ

の皆様、本当にありがとうございました。また必ず行きます！

コーラルポイントリゾートでは、健康
的な朝食（マンゴージュース最高！）

母姉姪と４人でセブトリップ！ ここでは、波の音に耳を
傾けるだけで、日常の忙しさを忘れ、癒されていました♪

近くの島へ船で行きバーベキューを堪能♪海で
キャーキャー言いながら泳ぎました。楽しかった～！

出発日５月２９日（４泊５日）
会員歴１年１１ヵ月　大屋さん

出発日６月２５日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　橘さん

出発日５月２９日（４泊５日）
会員歴６年　大塚さん

出発日６月２５日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　佐藤さん




