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満ち足りた安らぎの時を刻むワールドビッグフォーリゾート

ごあいさつ
幸福に満たされる大自然の恩恵をワールドビッグフォーリゾートで！

１年を通して温暖で優しい気候のセブ島は平均気温が２８℃ほど、湿度が低く

快適な環境は何度でも体験したくなる南国のオアシス。日本では味わうことのできない

多彩に広がるマリンスポーツや観光などの人気アクティビティーは、ご家族やご友人との笑顔が

溢れる思い出づくりには勿論、体調管理を目的とした若返り体験にも最適で多くの海外旅行者も

絶賛するセブ島は元気スポットです。是非皆様も心身共にリラックスできるストレスフリーな

ひとときをワールドビッグフォーリゾートで！日本から僅か４時間、時差１時間という国内

旅行感覚の気軽さで人生観も変わる最高のご滞在を思う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。
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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

どこまでも続く青い空と珊瑚礁に囲まれた美しい海、一年中穏やかな気候に恵まれたセブ島は、数
え切れない程の魅力に溢れています。ワールドビッグフォーリゾートでは会員皆様の自由な観光プラ
ンを応援致しますので、ツアー旅行とは違うゆとりある贅沢なプライベートステイをご満喫頂けます
。是非、ご家族・ご友人との思い出に残る大切なひと時をお過ごし下さい。尚、楽しいご旅行の計画の
為にも、ご予約はご出発の4ヵ月前、（混雑が予測されるピークシーズンは更に早め）なるべく早期で
のご予約をお勧め致します。搭乗予約・出発前のご不明な点は、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。
（注２）名古屋発ーセブ間のスケジュールは、時期により運航日が変動致しますので、ご注意ください。
①上記料金は令和元年８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

０９／０１～０３／３１ ￥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 

日・月・水・木・土 （注２）

出  発  時  間
１４：２５
０９：３５
１５：２５
１５：３０

＜編集後記＞



1 2

ENDLESS  LOVE

　前々からツアー責任者の浦野さんよ

りお誘いいただき、念願叶って余裕あ

る行程で１１名のツアーとなり、綺麗

なセブ空港から街中へ、庶民の方々の

日常を目にして勉強だらけです。コーラ

ルポイントリゾートではメイドさんたち

にお世話になりました。責任者が行程

を綿密に立てて下さり、ポイントを絞っ

ての体験でした。２日目の夕方はウェ

ルカムパーティーで、写真のように伊

那の地のスス竹と紙皿、紙コップで

作った「皿回し」を皆さんも一緒になって大変盛り上がりました。４日目はカワサン滝へ、川

沿いを涼風浴びながら、腰痛をおして上流へ・・・。素晴らしい滝に足を浸けて癒しました。５

日目、オスロブのジンベエザメウォッチングでボートの順番待ちから舟出し餌付けされた主

人公たちが次から次へと来て、その多さに驚きました。６日目は事前知識に入れたボホー

ル島のメガネザル「ターシャ」に何匹か会えて感激し、ロボック川船下りでのバイキングと民

族舞踊に満足しました。後、石灰岩からなるチョコレートヒルズへ。展望台よりその数の多さ

に感心するのと暑かったです。７日目は期待していたパラセーリング体験です。船上から浮

上し、高度１２０ｍからの３６０度パノラマと体に当たる風が心地良く、無事船上に戻れ

ました。その他様々な出会いがあり、８日目の朝、涙雨降るセブ空港を離陸しました。

ウェルカムパーティーではスス竹と紙皿、
紙コップで作った皿回しで盛り上がりました

これはピラニアではありません。ドクターフィッ
シュと言って足をきれいにしてくれます♪

　春休み、甥っ子の高校合格を待って、
両親念願の一族でのセブ旅行に行って
きた。大人８名、子供たち５人、総勢１
３名で初めてセブ島へ。コーラルポイ
ントリゾートはとても広く、きれいに掃
除が行き届きとても快適でした。通訳
のリサさん、リゼルさん、ドライバーの
ベルナルドさん、ナルドさんがとても親
切におもてなしして下さり、安心の旅で
した。プールでは毎日泳ぎ、マリンス
ポーツも我を忘れてキャーキャー。セブ
の海に眠る祖父にお線香をあげ、酒、
大好きだった高遠饅頭で、「皆で来たよ～美味しい～♪」の分かち合いは良かった。メイドさ
んが作ってくれたご飯、ソーメン、野菜炒め、美味しくて贅沢な一時でした。アメージング
ショーはステージに呼ばれ「結婚してくれますか？」の問いに義兄は「イエス！」大爆笑でし
た。最終パーティーではピザ・パエリア等を用意して下さり感謝です。３月の誕生日が４人、
大きな可愛いケーキを用意して下さり感激！ありがとうございました。連れて行ってくれた両
親、池上のおばちゃん、ありがとう！ワールドビッグフォーの皆様ありがとうございました。【以
下、息子からの感想です】マリンスポーツで乗ったフライフィッシュがすごい楽しかった。そ
こでチーズバーガーがうまかった。プールでもっと遊んでいたかった。小さい家が並び、人が
いっぱいでビックリした。イトコ達とたくさん遊べた４日間、また来たいなと思いました。

セブ島、楽しかったよ！

期待していたパラセーリング体験です。
１２０ｍまで浮上し、無事戻ってきました！

コーラルポイントリゾートはとても広く、と
ても快適で、プールでは毎日泳ぎました♪

楽しかった春休み 出会いのセブ旅

初めてのセブ島旅行
　今回友人に誘われて、初めてのセブ

島旅行に参加させて頂きました。海外

旅行は久し振りで、多少の不安もありま

した。すでに７０才を過ぎている私で

すが、足腰が弱くならないうちにと思い

決断しました。上田からは、２名が参加

して、伊那からの９名と一緒に同行させ

ていただきました。山国育ちの私には、

あの澄みきった青空と、透き通る様な

海が非常に感動的で、狭い心が広く

なった気分になりました。また、日本で

は、なかなか食べられない完熟マンゴーやパイナップル等で、特に椰子の実の果汁は初め

て飲んだので非常に美味しく、思わず島崎藤村の「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実

一つ故郷の岸を離れて・・・」と、口遊んでしまいました。一人では飲み干す事が出来ない程

でした。小舟からジンベエザメを間近で見学出来て、自然の雄大さにまたも感動でした。ボ

ホール島でのランチクルーズでは、地元の子供達が岸辺にて、歓迎のダンスをしてくれて感

激しました。またまた他にもたくさん珍しいこを見たり体験しました。アッと言う間の一週間

が過ぎてしまいました。最後になりましたが、何もかもおんぶにだっこの状態で、特に池上さ

んをはじめ、同行して頂きました伊那の皆様には、この書面をお借りして御礼申し上げます。

大変お世話になりました。

３月誕生日が４人、大きな可愛いケーキを
用意して下さり感激！ありがとうございました！

　セブで結婚式を挙げ二人の親にな

り、『子供たちをセブに連れて行きた

い』という最大の夢の実現です。父母に

感謝です。そして稲田の両親に感謝、池

上のおばちゃんありがとう！【以下、娘小

学３年の感想です】飛行機からおりた

時、暑くてびっくりしました。コーラルポ

イントリゾートに来たらマンゴージュー

ス、スイカ、バナナ、マンゴスチンが山も

りあって、きれいな花と父ちゃん、母ちゃ

んの結婚式のドレスの写真があって

びっくりした。へやがたくさんで選ぶのにまよった。２つの大きなベッドで家族でねた。船に

のってパンダノン島へ行った。海の水の色がいくつもあってすごいきれいだった。海水はあ

たたかくてしょっぱかった。カキやチキン、イカ、エビがおいしかった。マリンスポーツをし

た。私はバナナボートに乗った。スピードが速くてすごい楽しかった。フライフィッシュをした

時、いとこの兄ちゃんが２回も海におちておもしろかった。赤や黄色、緑とかジープニーが

いっぱい走っていてたくさんの人がのっていた。ニューハーフショーをみに行った。かん国

や中国の子どもたちがいた。男なのに女のひとみたいにきれいでびっくりした。おじさんが

ステージに出てばく笑した。私もリンボーダンスをした。パーティーの時、一人でダンスをが

んばりました。また、中学生になったらセブに来たいです。

パーティーの時、一人でダンスがんばりました。
また、中学生になったらセブに来たいです♪

アッと言う間の一週間が過ぎてしまいまし
た。この美しい空と海が記憶に残ります！

以前、セブで結婚式を挙げ二人の親に
なり、再び家族で来ることが出来ました！

出発日３月２３日（４泊５日）
会員歴１６年７ヵ月　福澤さん

出発日３月３０日（７泊８日）
会員歴１年９ヵ月　御子柴さん

出発日３月２３日（４泊５日）
会員歴１６年７ヵ月　小林さん

出発日３月３０日（７泊８日）
会員歴１１ヵ月　宮下さん
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　今回の旅行は、慌ただしいツアーの

ような日程に追われることなく、自分た

ちが行きたい所に案内していただき、

ゆとりある行動が出来たことが一番で

あった。食事はマンゴージュースのつ

いた心のこもった朝食。昼食、夕食は自

分たちの希望を取入れ案内していただ

き、楽しくおいしくいただきました。１日

目は成田よりセブ島までの飛行機の移

動で過ぎ、２日目は７Ｄでドライマン

ゴーを買い、シューマートで買い物、道

教院を見学、夕方トップスにて夜景を見学。３日目は高速船にてボホール島に渡り、チョコ

レートヒル、メガネザル、チョウを見学。昼食は船下りをしながらバイキングを楽しみまし

た。４日目はマクタン島内にてマリンスポーツに興じ、今回楽しみにしていた射撃を行い満

足。５日目は近くの白砂無人島に渡りバーベキュー。６日目はマクタン島ギター工場。セブ

島ではサントニーニョ教会を見学。車窓より発展途上の市街を見学。夕方より楽団がついて

のパーティー。メイドさん、通訳さん、運転手さんも加わり楽しいひと時でした。７日目は早

朝に空港に向かい、一路成田に！！寒い信州を飛出し、あたたかな地で過ごした楽しみ、いつ

かまた訪れたいと思います。最後に、同行していただいた鈴木統括の気配り、また、現地の

運転手ベルナルドさん、通訳のミッシェルさん、メイドのみなさんに感謝です。

寒い信州を飛出し、あたたかな地で過ごした
楽しみ。楽しみにしていた射撃もでき満足♪

プールに入るのは何十年ぶり？
常夏の太陽は輝いていました！

　１年振りのマクタン・セブ空港国際
線は、新しく素晴らしいターミナルに
なっていました。私たち夫婦と知人夫
婦、そして友人の５人での訪問です。セ
ブ市内を観光した後、バディアンゴルフ
リゾートへ２泊。ゴルフ２回と「ジンベ
エザメ」見学、セブでは夜景、パラセー
リング、アイランドホッピング、ホーム
パーティーと短期間に盛り沢山でした。
知人夫婦が１６日に帰国予定で、少し
強行軍となりました。知人夫妻を空港
へ送ってから、新しく出来たシューマー
トへ行ってみました。まず驚いたのが巨大な事です。屋上に広 と々した庭園があり、館内には
アイススケート場もありました。未完成部分もあってもっと賑やかになりそうでした。マクタ
ン島にあるミラクルアートにも行きました。自分が絵の中に入り込み悪戯ものになったみた
いで面白かったです。その後は山の植物園へと向かいましたが、今回初めての大スコール
で、山の道路が水路になってしまい危険状態！すぐＵターン、計画を変更してマッサージへ行
き、旅の疲れを癒しました。１年振りのマクタン島は益々建設ラッシュの感じ、建物が出来れ
ば人は集まってくる、人口がどんどん増える、セブからコーラルポイントリゾートへの帰りは
いつも交通ラッシュ、それでも今は他のアジア諸国に比べればましかな？と思われるのだ
が、今後交通インフラの改善が追いつくかな？と心配になりました。今回も楽しく過ごしまし
た。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんたち、ありがとう！

３回目のセブ

ツアーのような日程に追われることなく、
ゆとりある行動が出来たことが一番でした！

ミラクルアートにも行きました。悪戯も
のになったみたいで面白かったです♪

セブの発展ぶりに驚きつつも楽しい旅でした 南国の楽園

「平成」最後の旅行…セブ島
　平成最後の旅は冬の日本から脱出
……。常夏のセブ島へ！と決めていまし
た。昨年同様、息子と３人旅、ツアーに
はないゆったりマイペースの自由旅行
です。空港は昨年とは様変わり、広く便
利な新国際空港になり、周りは高層ビ
ルの建築ラッシュでした。宿泊は、昨年
と同じスペシャルビラ。大勢の出迎えの
スタッフの中には顔見知りの方々もお
り、安心致しました。朝日の射し込む部
屋の前には花々が咲き、専用プールの
先は光る海、朝夕の散歩には最高です。
勝手知ったる２度目のコーラルポイン

トリゾートでは複数のプールや施設内のお庭等は十分に使わせていただき、楽しんで参り
ました。他に楽しみは各国の食事でレストラン通い。今回最大の挑戦はパラセーリングの体
験。後期高齢者の夫も童心に返りました。また、日本でミュージカルを観ているようなアメー
ジングショーは私も満足。良い思い出になりました。丁寧なマッサージのファンになり、数回
も通い、最後のディナーは５つ星ホテルへの招待でした。プールサイド席からの紫色の夕
陽もご馳走でした。６日間何の不安もなく、予約、案内、支払い、送迎まで常に見守り付き
添ってくれた通訳のノバさん、メイドのマイリンさんとアニータさん、メイド長のアイリーン
さん、安全運転ドライバーのアルネルさん。本当に有難うございました。帰国時はたくさん
の方々が車まで来てくれ、見送って下さいました。記念写真を見るにつけ、またセブ島で
ゆったりと過ごしたいと思います。

バディアンゴルフリゾートへ２泊し、ゴルフ
２回と「ジンベエザメ」見学に行きました！

　三回目のセブ、昨年と違って空港
ターミナルが新しくなり、清潔感溢れる
印象は、益々セブの魅力を強くする想
いを抱かせました。ゲートを出ると、

『ワールドビッグフォー』のＴシャツ姿
のスタッフの方が目に飛び込み、安心
感と今日からのセブ暮し？への期待に
胸が膨らみました。ドライバー、通訳さ
んも親しみを持てる素敵な方たちでし
た。コーラルポイントリゾートに着くと、
またまた懐かしいメイドさんたちで、我
が家に帰って来たような気持ちになり、
これが私の『ワールドビッグフォー』の
大好きな一時です。今回は、高所恐怖症の私がトライしたパラセーリング。眼下に広がる青
い海、頭上の青い空、病み付きになりそうです。それと映画『ジョーズ』を観て以来、シャーク
と聞くと、一歩引く私が、『ジンベエザメ』のウォッチングに行きました。大きな口を開けて餌
を食べる姿に、怖さを忘れて感動しました。ただ、朝早くの出発が寝坊の私にはつらい
なぁ・・・。また、サヨナラパーティーを開いていただき、メイドさんたちと年も忘れての踊った
ことは、セブの夜の忘れられない一時です。そして離島でのＢＢＱ、日本からも別のグルー
プの方が大勢おみえになり、若いカップルの方が、ドローンを使っての写真撮影には驚き!!
私も写っちゃう!?と思ったその時、彼女の「お・じ・さ・ん！写ってもいいよ！」の一言にホッとし
た・・・そんなセブでした。来年も、セブの家に帰ってきたいです。

高所恐怖症？の私がトライしたパラ
セーリング。病み付きになりそうです♪

コーラルポイントリゾート内の敷地は公園のよ
うです！ たくさんの花に囲まれた６日間でした♪

三回目のセブ。我が家に帰って来た様な気
持ち。来年も、セブの家に帰ってきたいです！

出発日５月１１日（７泊８日）
会員歴３年４ヵ月　志水さん

出発日３月１６日（６泊７日）
会員歴１年１ヵ月　滝澤さん

出発日５月１１日（７泊８日）
会員歴９年８ヵ月　木村さん

出発日３月１７日（５泊６日）
会員歴３年６ヵ月　一ノ関さん



5 6

　４月６日、水たまりに薄氷のはる寒

い朝、１２名で長野を出発しました。セ

ブに着くなり３０度。冬からいきなり夏

へ、汗が吹き出しました。でも、少し経

つと身体が慣れてきました。さすがセ

ブ１０回目。コーラルポイントリゾート

でマンゴージュース、「これが飲みたく

てセブに来てるのよ！」と思いながら、ゴ

クリ！やっぱり美味しい！ジュースを飲ん

でホッとして、楽しい旅が始まりました。船に乗ってカオハガン島、パンダノン島、美味しい物

をたくさん食べて、海で泳いで買い物をして、市場でマンゴー、マンゴスチン、ぶどうをたく

さん買って美味しくいただき満足です。ラプラプ公園も広くきれいになって、夜は花火が上

がり、とてもステキでした。ジェルネイルも行くことが出来ました。セブに行くたびに、どんど

ん好きになります。『次に行くときは、もっとセブが好きになるのね。』と思いながら、またの

セブを楽しみにしています。ワールドビッグフォー様のおかげで、心の豊かな日々を過ごさ

せていただいております。本当にありがとうございます。

私、美味しそうなので、危うくワニに食べ
られるところでした。何とか逃げてきました！

ダイバーさんたちが安全にサポートしてくれた
お陰で、２０分位潜って楽しむことができました！

　今回のセブ島旅行は、主人と義姉の

３人の旅行です。今度の旅行の目的

は、主人と義姉のリベンジゴルフ旅行

です。三年前、計画していたゴルフが主

人の急病のためできなくなったからで

す。それぞれの都合がつきセブ島旅行

が実現しました。マクタン・セブ空港に

到着してびっくりしました。近代化して

いて税関を通るまで待つことなくス

ムーズでした。通訳のミッシェルさんが

迎えてくれて、私の好きなマリバゴグリ

ルで旅の安全を祈り三人で乾杯しました。コーラルポイントリゾートに着くと、いつものよう

にスタッフ全員で温かく迎えてくれました。翌日目が覚めると、目の前に朝日に照らされたセ

ブの海が眩しく、美しく、いつ見ても心が癒されます。朝食を済ませゴルフに出発です。バディ

アンゴルフリゾートに着くと昼食を済ませ主人たちはゴルフに出かけました。私は、その間

に趣味のフラダンスを海に向かい、南国ムードに酔いしれながら練習することが出来まし

た。コーラルポイントリゾートに帰って来て、いつものように煌めく太陽の下で童心に返り

プール遊びをし、シューマートでのショッピングも楽しみ、セブを満喫しました。スタッフの皆

さん、ありがとうございました。また帰ってきます。

５回目のセブ旅行

今回は１２名で長野からやってき
ました。楽しい仲間と市内観光！！

趣味のフラダンスを海に向かい、南国ムード
に酔いしれながら練習することが出来ました！

三年ぶりのセブ島旅行 １０回目のただいま。

二度目のセブ
　二度目のセブ、初回は６年前になり
ます。当時とは随分街の様子が変わっ
て、車の多さと高層ビルや建設中のビ
ル等も立ち並び、ビックリしました。４月
とは言え、まだまだ寒い日本から、常夏
のセブでの８泊９日の滞在です。私に
とっては、日頃の忙しさからの脱出の期
間、この日を楽しみにしてきました。今
回は初めて妹と一緒で１１名、内４名
は４泊５日で先に帰国されました。
コーラルポイントリゾートに着き、先ず
ゴージャスな部屋に入り、ベランダから
の素晴らしい景色を満喫。南国の空気

を胸いっぱいに吸い、再びセブへ来た事を実感しました。滞在中は、ゆったりと、のんびりの
スケジュールを立てていただきました。マリンスポーツはシーウォーカーに挑戦。最初５ｍ
の水中に入ることに不安だったが、ダイバーさんたちが安全にサポートしてくれたお陰で、
近寄ってくる小魚たちにエサをあげたり、人魚の像に触れたり、海中を歩いたりと２０分位
潜って楽しむことができました。また、小さな島々へも行きました。日本人が所有するカオハ
ガン島では島民の人たちの為に、キルト作りを教え、島の産業に尽力されたと聞き、私もキ
ルトの作品を買ってきました。船の中でも波に乗り、先端がうねる様になる度に大きな歓声
をあげ、私たちにとっては楽しい船の波乗りでした。夜のニューハーフショー、ショッピング
にも行き、あっと言う間の８泊９日間、日頃の疲れを癒すことができました。メイドさん、通
訳さん、ドライバーさん、本当にお世話になりありがとうございました。

三年ぶりにセブ島旅行が実現！ 主人と義姉は
リベンジゴルフということで気合入っています！

　弟夫婦と５回目のセブを満喫してき
ました。前回が２０１６年でしたので
マクタン・セブ空港が新しくなったこと
や、海岸線に沿ってホテルの建設ラッ
シュに目を見張りました。巨大カジノも
でき、ここを香港のようにするという政
策だそうで、セブの男の人たちがゼッ
ケンをつけて安全帽をかぶって働いて
いる姿に驚き、数年前は店先に大勢の
若者が集まって何をしているのかわか
らないような姿を見ていたので、「働く
所が増えたのだな」とセブの経済発展
の様子を実感しました。今回はゴルフ三昧の旅にしました。スコアはともあれ、初日は薄暮
の中、次の日は朝日の中で、平たんではなくジャングル越えかと思うようなアップダウンのき
ついバディアンゴルフリゾートのコースに満足しました。キャディさん達の的確な指示と、き
びきびした動きに楽しくプレーすることができました。今回特筆すべきは、マッサージさんの
腕の確かさでした。初日は旅の疲れもあって、ラウンドした後、足がどうしたのかと思うほど
強烈につって、うめいていたのが、マッサージさんの「ゴッドハンズ」と言ってもいいような１
時間の施術で治まりました。２日目もマッサージのおかげでゴルフ疲れはなし。食事もおい
しく、海は美しく、ドライバーさん、通訳さん、メイドさんたち、アイリーンさんにはいつもなが
らやさしく気配りのあるおもてなしをしていただき、本当に満足した旅になりました。

食事も美味しく、海は美しく、スタッフの皆様にい
つもながら気配りあるおもてなしをいただきました！

８泊９日の滞在です。私にとっては、日頃の忙
しさからの脱出！この日を楽しみにしてきました！

今回はゴルフ三昧の旅にしました。アップ
ダウンのきついコースに満足しました♪

出発日３月２５日（４泊５日）
会員歴５年１０ヵ月　卯月さん

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴１２年１１ヵ月　佐藤さん

出発日３月２５日（４泊５日）
会員歴６年８ヵ月　小林さん

出発日４月６日（８泊９日）
会員歴７年　川村さん
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　総勢７名の楽しい旅でした。地元か
ら３名、成田空港では子供達と合流し、
４時間ほどでマクタン・セブ空港に着
きました。通訳のノバさんが待っていて
くれました。フィリピン料理の美味しい
夕食をいただき、送迎の車でコーラル
ポイントリゾートへ到着。広くて大きな
部屋にびっくり！お姫様気分でした。２
日目は船に乗りパンダノン島に行きま
した。白い砂浜を３人で歩きました。透
き通った海が美しかったです。ＢＢＱ
は、新鮮な魚介類で大変美味しくいた
だきました。夜はアメージングショーを

観ました。彼女？たちの美しさにびっくり！楽しいひと時でした。３日目は厳粛な教会と寺院
の見学でした。帰りには前以てネットで調べてあったお勧めのお土産のマンゴーとお菓子
のあるお店に連れて行っていただき、目当ての物も買うことができました。４日目はショッ
ピングでした。あれもこれもたくさん買って、あっという間に時間が経ってしまいました。最
後の夜はパーティーをしていただき、４人の生バンドの人たちが日本の歌を何曲も歌った
り、演奏して下さりで感動致しました。また、メイドさんたちと一緒に楽しく踊り、大変盛り上
がりました。翌日８：０５分、マクタン・セブ空港発で帰途に着きました。やさしいドライバー
さん、何でも快く教えて下さった通訳さん、美味しい朝食を作って下さったメイドさんたち、
大変お世話になりました。楽しい旅ができたこと、本当にありがとうございました。またセブ
島に行けることを楽しみにしています。

総勢７名の楽しい旅でした。またセブ
島に行けることを楽しみにしています♪

青 と々した海が、朝日に照らされて輝いて
いる様を眺めていると、清 し々い気分です！

　１回目には行けなかった所に行き、
新たなセブを体験出来ました。今回は
ジンベエザメを見ようと、前日にバディ
アンゴルフリゾートに泊めていただき、
早朝３時起きして向かいました。かなり
待ち時間があって、その間、戻ってくる
人を見てると、疲れ切った感じで「楽し
かったねー！」なんて会話をしている人
が見受けられなかったので少し不安で
したが、頑張って早起きして行って大正
解！『ジンベエザメ』がすごい近くまで
寄ってきてくれて、餌を食べる姿も可愛
くて大満足でした！見るだけじゃなくて
一緒に泳げるなんて‼こんな経験はな
かなか出来ないと思います。オススメです！そしてもう一つの目的、『セブサファリ』です。そこ
も結構遠いですが、動物好きにはたまらない所だと思います。とにかく動物が大事にされて
いる感じで綺麗だし、施設も広くて見応えあります。触れ合うことはダメみたいですが、とて
も近くで色々な動物を見られるし、有名なバードショーもあって、お利口さんな鳥たちの芸が
色々見られます。キリンが寄ってきてくれて、撫でられたのがとてもよい思い出になりました。
でも、触れるのはダメだったようで、係りの人に注意されちゃいました。食事は会社からのプ
レゼントで行った水上レストランが素敵でした。その側に１００００本のバラのオブジェが
みられる所もあるので、帰りに寄って写真を沢山撮ってきました。セブ２回目で前と同じ感じ
にならないかなー？なんて思いながら行きましたが、新鮮な思い出がたくさん出来たので、
ますますセブが好きになりました。スタッフの皆様のお陰です。ありがとうございました。
やっぱり今回もまたすぐに行きたくなるセブでした。

次は長女も一緒に‼

船に乗りパンダノン島に行きました。白い砂浜を
３人で歩きました。透き通った海が美しかったです！

『セブサファリ』では、とにかく動物が大事にされて
いる感じで綺麗だし、施設も広くて見応えあります！

去年初めてセブに行ってから半年。２回目のセブに行って来ました！ 初めてのセブ旅行

南国情緒を満喫
　コーラルポイントリゾートに近づく
と、守衛さんがいて、ドライバー（ナルド
さん）を確認して門を開けるという規律
の正しさに、「安心して泊まれるんだ」と
安堵致しました。大勢のメイドさんが私
たちを迎えて下さり、Ａ棟４階のリビン
グに案内されるとジュースが用意して
あり、メイド長のアイリーンさんの挨拶
を受け、南国の香り漂うマンゴージュー
スはとても美味しかったです。幾つもの
部屋を案内して下さり、好きな部屋に泊
まって下さいとのこと。３人でも寝られ
るくらいの広いベッドに一人で休み爽

快でした。翌朝目を覚ましカーテンを開けると、広くて穏やかで青 と々した海が、朝日に照ら
されて輝いている様を眺めていると、清 し々い気分になり、此処にず～っといたいと思いま
した。広い庭にはブーゲンビリアの花がたくさん風にそよいでいて、正に南国情緒を満喫さ
せられました。パンダノン島でのジンギスカンは新鮮な魚介類をお腹いっぱいいただき、夜
はニューハーフショーへ。仲間の一人が舞台に連れて行かれ、太った喜劇役者の濃厚なキ
スを受け、帰ってから落ちなくて苦労したとのこと、笑い話のお土産になったことでしょう。
コーラルポイントリゾートから出かける道すがら、両側の木に色々な色の紙が吊るしてあ
り、七夕のようなものかと思い通訳のノバさんに伺ったところ、マンゴーの実で鳥に食べら
れないように袋掛けしてあり、収穫は５月から７月に採るそうです。お祭りの時期だったそう
で、子供を交えた人々がぞろぞろと同じ方向へ歩いて行き、お御輿が出るよとのことでした。
子供があまりにも多いのを見て、友だちと「日本も昔はそうだったよねー」と話をしました。

旅の締めくくりの水上レストランにて♪今回はジンベエ
ザメと泳ぐなど、新鮮な思い出がたくさん出来ました！

　総勢７人（私・主人・次女９歳・義母・
義母の友人母娘・義母の友人）。１４時
４０分成田発で、いざマクタン・セブ空
港へ！！通訳のノバさんお勧めのスペイ
ン料理を食べてから、パンフレットで何
度も見ていたコーラルポイントリゾー
ト（Ａ棟４階）に到着。可愛いメイドさ
んたちが用意してくれたマンゴー
ジュース。正直あまり好きじゃなかった
マンゴーを初めて『美味しい！』と思い
ました。そして素敵な寝室。同行者の
方々が次女に「好きな部屋を選んでい
いよ！」とわたしたち３人で使う部屋を先に選ばせていただきました。翌日は『天国に一番近
い島』と呼ばれるパンダノン島でバーベキュー。夜は子供も大人も楽しめるアメージング
ショー。途中、主人が舞台に上げられ、とても良い記念になりました。３日目、パラセーリング
と観光。道中車窓からドライバーのベルナルドさんの奥様を発見！その後車内で「こちらの方
は一夫多妻？」の質問にノバさんが「彼はスリーワイフ！」と冗談で言ったり（笑）、連日の長い
車移動も楽しく過ごせました。４日目はショッピングモールで２回目のジェラートを食べたり
買い物したり…夜は、さよならパーティーの楽しかったこと。本当に楽しい日々でした。今回、
学校の為来れなかった長女（２０歳）。次は長女も一緒に連れて来たいと思いました。お世
話になった通訳さん、ドライバーさん、メイドさんたち…『サラマッポ♪』

さよならパーティーの楽しかったこと。通訳さん、
ドライバーさん、メイドさんたち…『サラマッポ♪』

セブの夜はニューハーフショーを満喫しました！ 仲間の一
人が太った喜劇役者の濃厚なキスを受けて大爆笑♪

子供も大人も楽しめるアメージングショー！途中、
主人が舞台に上げられ、とても良い記念になりました！

出発日４月２４日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　三浦さん

出発日４月２４日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　市川さん

出発日４月１１日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　矢島さん

出発日４月２４日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　髙橋さん
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　昨年セブ旅行を経験した友人から、
“セブ島最高！本当に良かった、最高
～！”「もう一度行きたいので、一緒に行
こう」とお誘いを受けてからは、毎月送
られてくる会報をじっくり読むようにな
りました。写真も感想も楽しみました。
旅行の準備と手配は友人に全てお任
せで、様々な必要書類を整えていただ
きました。“成田からのグループ６名、
名古屋からは２名の８名で、年齢的に
も同世代でした。マクタン・セブ空港で
は５分差とほぼ同時に到着し、すぐに

合流できました。すぐに通訳さんが迎えに来て下さり、とってもスムーズでした。とりあえず
近くの日本食のお店で夕食をとり、２階にあるマッサージ店で旅の疲れを取りました。コー
ラルポイントリゾートに向かうと深夜になってしまいましたが、メイドさんたちが笑顔で出
迎えて下さいました。翌朝ベランダからの朝日の美しさに、慌ててビデオに収め、セブでの
祝福に祈りました。用意された朝食はフルーツいっぱいで、楽しい会話と共に心もお腹も満
腹になりました。露店での買い物もカゴやアクセサリーなど、どれも安価で可愛いものばか
りで、自分用やおみやげ用にと買いましたが、もう少し買って来るべきだったと今では後悔
しています。また、メインにしていた地元のクリスチャンの集まりにも全員の方 と々共に参加
でき、本当にうれしく感謝しました。改めてありがとうございました。親切なスタッフの方々
のおかげで、有意義で夢のような時間でした。また近いうちに再会できることを心から願っ
ています。

露店での買い物も手作りのカゴやアクセサリ
ーなど、どれも安価で可愛いものばかりでした！

フラワーガーデンでは、賑やか
な花々の世界に浸りました♪

　待ちに待ったセブ島！姉との旅行は

何十年ぶり、姪も加わり女性３人の珍

道中が始まりました。“姪が結婚したら

なかなか旅行どころではない”と決断し

セブ島へ。私は２度目のセブ島なの

で、この旅行がとても素晴らしいことを

知っていました。姉たちに言葉では伝え

ていたものの、実際にセブへ到着し、現

地のサポートを体感すると姉たちが感

動！部屋の贅沢な空間にも感動してく

れて、それを見て私は誘って良かったと

つくづく思いました。ワールドビッグフォーリゾートのセブ旅行では、英語が出来ない３人で

も安心、そして一緒に行けたことはとても良かったと思います。通訳さん、ドライバーさん、メ

イドさん、全ての人たちが笑顔でお世話をして下さり、何もしない贅沢な時間を満喫しまし

た。前回の旅行では出来なかったマリンスポーツも体験して来ました。ボホール島・チョコレ

ートヒルズへの観光や巨大なショッピングモールも散策し、また違ったセブ島を楽しみまし

た。次はどんな所に行こうかと“ワクワク”が止まりません。今度は、ワールドビッグフォーの仲

間たちとまた来たいと思いました。まだワールドビッグフォーを知らないお友達にこの旅行

の素晴らしさをどんどん伝えて行きたいと強く思いました。そして、いつも楽しい旅行をサポ

ートしてくれるスタッフの方たちに心から感謝です。

マイナスイオンを浴びたくて！～４度目のセブ～

初めてのセブ旅行！ 親切なスタッフの方々の
おかげで、有意義で夢のような時間でした！

前回の旅行では出来なかったマリ
ンスポーツも体験して来ました♪

「姉と姪と女性３人旅行」 初めてのセブ旅行

いざ、セブへ！
　桜の蕾がやっとふくらんだ春遅い佐
久の４月１７日。１人で初参加の私に、
既に旧知の友のように接してくれた７
人の仲間との旅の始まりです。私たちは
ワクワクしながら新しくなったマクタン・
セブ空港へ降り立ちました。二日目は、
朝から豪華な朝食に歓迎され、クルー
ジングです。シュノーケリングに挑戦し
熱帯魚に感動。ココナッツを分かち合
い、船上バーベキュー。戻ってからは、ニ
ューハーフショーとマッサージで締めま
した。三日目はキリストの復活を記念す
る日ということで、どこもお休みです。た

またまセブ島のフラワーガーデンのみ行けました。賑やかな花々の世界に浸りました。それ
からスーパーマーケットで現地の方と同じ買い物をして、夜は仲間の３人が所属するキリス
ト教の記念式に参加し、神聖な体験をしました。四日目、帰国前日、７Ｄマンゴーを大量に確
保し、セブ島で一番大きなデパートへ行き、またもお土産を買いあさり、持ちきれない程の
荷物になりました。夜は、フィリピン料理でお別れパーティーを開いていただき、バンドの方
やメイドさんと共に歌やダンスに皆がノリノリで大はしゃぎのひと時でした。次の早朝、思
い出をトランク一杯に詰め、名残惜しさを断ち切りながらマクタン・セブ空港を後にしまし
た。盛りだくさんのスケジュールを考え私たちを楽しませてくれた金沢さんありがとう。皆さ
んに助けられ、一人でも満喫できる素晴らしい旅になりました。そして再び！

姉と姪と女性3人旅行♪通訳さん、ドライバーさん、メイド
さんがお世話して下さり、贅沢な時間を満喫しました！

　セブ旅行も三度目までは寸暇を惜し
んで観光三昧の旅でした。しかし今回
はコーラルポイントリゾートでのんびり
過ごす計画をして出かけました。朝食
後はコカリナ（木製の小さな笛）を吹
き、飽きたら海を眺め、マイナスイオン
をたっぷりと浴び、読書をし、窓からブ
ーゲンビリアの花々に見惚れ、ゆったり
とティータイムを味わう毎日でした。時
間に追われ、一日２４時間では足りな
いなーなんて思っていた毎日でした
が、生まれて初めてのんびりと気ままに
過ごすことが出来ました。Ａ棟１階の
一番小さな部屋でしたが、窓を開けると真っ青なプールがあり、ブーゲンビリアの花に手が
届きそうな部屋でした。「セブは紺碧の海」と信じておりましたが、朝日の出る前は見渡す限
り灰色！やがて太陽の光が当たるに連れて青くなり、ついにあの見事な紺碧の色へ変化して
いく様には驚きました。夕方から潮が引いて行くと遠くまで海底が現れて、カニたちが大騒
ぎして穴に入ったり出てきたり……。明け方から潮が満ちて来るといつの間にかまたいつも
の海辺へと落ち着きを取り戻して行きました。コーラルポイントリゾートの窓からは、ずっと
部屋で過ごされている方たちがいて、“あーこんな風にゆったり過ごすのもいいものだ”と思
いました。私のように体調に不安のある方には、マイナスイオンを身体に浴びると元気にな
れます。おすすめです。またのんびりマイナスイオンを浴びたいと思い、来年の三月末にセ
ブに出かけることにしました。本当の贅沢を味わって来たいと思います。メイドさんたち、本
当にお世話になり助かりました。

生まれて初めてのんびりと気ままに過ごし、
時間を忘れ本当の贅沢を味わって来ました♪

豪華な朝食に歓迎され、クルージングに出発です！ シュノーケ
リングでは熱帯魚に感動♪船上バーベキューも堪能しました！

部屋からの景色が素晴らしく、窓を開けると真っ青なプー
ルがあり、ブーゲンビリアの花に手が届きそうな部屋でした！

出発日５月１５日（４泊５日）
会員歴１２年６ヵ月　平山さん

出発日４月１７日（７泊８日）
会員歴１年４ヵ月　久山さん

出発日５月７日（４泊５日）
会員歴５年１１ヵ月　石嶋さん

出発日４月１７日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　原田さん
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　私は初めてのセブ島旅行です。海外

旅行には行こうと思ってもいませんで

したので、気が進みませんでしたが、

「元気で自分で歩けるうちだよ」と誘わ

れ、６人の仲間と一緒の旅でした。日本

を出発し、あっという間にマクタン・セ

ブ空港に到着し、近代的で綺麗なこと

にびっくりしました。通訳さん、メイドさ

んたちが出迎え、荷物を持ってくれた

り、ドライバーさんも車の乗り降りの際

には手を貸して下さり、とても親切で温

かみがあり感激しました。今まで、経験したことがないパラセーリングに挑戦。鳥のように舞

い上がった瞬間、見下ろすと澄んだ海の青さと景色に自分の世界が広がった気分で最高で

した。ニューハーフショーの鑑賞や大きなショッピングモールに行ったり、セブ島にもこんな

に良い所が一杯あるんだと思いました。マッサージもし、日常生活を忘れてリフレッシュで

きて満足しました。コーラルポイントリゾートのＡ棟６階から見る外の景色、穏やかな海に

心が癒されました。通訳さんは私たちが予定を何ども変更したりしても気持ちよく対応して

下さり、感謝の気持ちで一杯です。セブのスタッフの皆様も気持ちよく接して下さり、感謝感

謝です。４泊５日の旅も天候に恵まれ、思い出に残る良き旅行が出来ました。本当にありが

とうございました。

見所はたくさん！ ニューハーフショー、ショッピングモール等々、
セブ島にもこんなに良い所が一杯あるんだと思いました！

スクーバダイビングのライセンス
も取得。これからが楽しみです♪

　あこがれのセブ旅行、右も左もわか
らず、未知の世界に不安がいっぱい。マ
クタン・セブ空港に到着すると、ワール
ドビッグフォーのスタッフである通訳さ
んとドライバーさんの、両手を上に上
げての出むかえに、今までの心細さは
どこへ⤴とんで行きました。到着した日
からセブはホリデーとのこと。計画して
いた日程にトラブル発生！トホホホ
ホ・・・。しかし、通訳さんのきめ細かい
心配りと努力のおかげで、無事全て実
行。また、メンバーのわがままにもいや
な顔ひとつ見せず、にこやかな対応に頭が下がり感謝です。マッサージ、ネイル、ショッピン
グ、島でのバーベキューと楽しいことが過ぎて行きました。マリンスポーツのあと、持病のメ
ニエールの再発、不安な私を通訳さんのなにげない手助けに、心強く安心できました。毎
朝、海を見ながらの食事にテンションは上がり、セレブ気分！また、最終日のショッピングの
あとのバイキングのおいしかったこと。そんな中、４月生まれの私にお店の方や大勢の人た
ちからのハッピーバースデー！ケーキと音楽のプレゼント！！思いがけないお祝いにビックリ！
いい思い出になりました。これもみんな通訳さんの計らいでした。嬉しかった。優雅で楽しさ
満載の５日間は、あっという間に過ぎて行きました。終わりに、特に通訳さん、ドライバーさ
ん、メイドさん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。また行きたいナー。

冥土の土産に持っていくパラセーリング

初めてのセブ島４泊５日の旅は癒しの連続！！パラセー
リングでは自分の世界が広がった気分で最高でした！

ハッピーバースデーのケーキと音楽の
プレゼント！！思いがけないお祝いに感動！！！

また来たいセブ！ 夢のセブ島

初めてのセブ
　このセブ旅行は、まず宿泊からして一
般のホテルとはちがう。コーラル・ポイ
ント・リゾートという、メイドさん付き豪
華別荘形態のリッチな雰囲気には、妻
から教わっていたとはいえ驚きました。
一方、施設のゲートを一歩外に出ると、
お世辞にもきれいとは言い難い町並み
が続き、中心街に進むにつれてキラキ
ラしたオフィスや大規模なショッピング
モールが威容を誇るようになる。初めて
フィリピンという国を訪問して、まず感
じたことは貧富の差でした。どんな国に
も光と影は存在するものですが、その

ような複雑な思いを抱きながら、信号待ちで停車している車列を縫って、水や新聞を売り歩
く少年たちの逞しい姿を目にすると、ＡＳＥＡＮ諸国の中で、これからの経済発展に大きな
期待が寄せられているフィリピンにおいて、ワールドビッグフォーリゾート開発の先見性と
ダイナミズムには敬意の念を禁じえません。様々なアクティビティ・・・普段の生活から離れ
て生まれた時間と、白く美しい砂浜、澄んだエメラルドグリーンの海に恵まれたセブの豊か
な自然は、精神的余裕とそれに伴う自由の感覚や、疲れた心を癒すヒントを私に与えてくれ
たのです。紙幅の都合からこの辺にしますが、なんといってもワールドビッグフォーリゾート
のスタッフの皆さま、メイドさんの心のこもったおもてなしと笑顔は、この旅における最大の
充足感と思い出になったことは間違いありません。ワールドビッグフォーの益々のご発展を
祈りつつ、尽きることのない魅力にあふれたセブへ、私はあとどれくらい足を運ぶことがで
きるだろうか・・・

優雅で楽しさ満載の５日間は、あっという間
に過ぎて行きました！また行きたいナー♪

　待ちに待った、セブ島旅行。上田は桜

が満開でした。帰って来る時は、葉桜だ

ね、なんて言いながらの出発でした。女

性６人の旅でした。セブに到着した最

初の日はホリデー（休日）に当たってし

まい、急遽人生初のパラセーリングを

することになりました。怖そうだけど、一

度経験してみたい冒険でした。『冥土の

土産』になんて言いながら乗りました

が、思ったより楽しい経験でした。昼は

家から持って行ったお米でメイドさん

に梅入りおにぎりを作っていただき浜辺で食べましたが格別の味でした。午後はフラワー

ガーデンに行きましたが、暑さの為、皆さん疲れた様子。その後、待望のマッサージに行き、

至福のひと時でした。次の日は島めぐり、島での昼食は魚介類とパエリアのバイキングでし

た。ショッピングモールで手足の爪のお手入れをして、若返った自分の指に満足しながら

ニューハーフショーを観に行き、ダンスのうまさ、美しさにびっくり！本当に笑いコケました。

翌日はマンゴー工場での買い物、ショッピングモールでの衣装選びと楽しい時間でした。

ワールドビッグフォーのスタッフの皆さん、ご一緒した仲間の皆さん、大変お世話になり、楽

しい思い出ありがとう！

人生初のパラセーリング‼ 冥土の土産にと
乗りましたが、思ったより楽しい経験でした♪

セブ島はギターやウクレレも有名です。
通訳のリサさんに連れて行ってもらいました！

島めぐりで魚介類とパエリアのバイキングを堪能！
セブの穏やかな海を眺めながら乾杯しました！

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　滝澤さん

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　田村さん

出発日４月１８日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　久保田さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴２年２ヵ月　小林さん
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　去年初めて参加したセブ旅行の素
晴らしさが忘れられず、今年も妹と二人
で５泊６日のセブ旅行に行って来まし
た。今回は女性二人の旅なのでショッ
ピングにマッサージ＆エステ、そしてグ
ルメが中心の旅となりました。マクタン
島に到着すると、まず空港が新しくとて
もキレイになっている事にビックリ！！そ
して通訳さんたちと合流後はネイルと
マッサージに直行です。どちらも日本よ
り格安です。３日目には高級なスパに
も行き、セレブな気分で至福の時間を

過ごしました。フィリピン料理も安くて美味しく、特にシニガン、アドボ、シング、レチョン等、
必食と言われるフィリピン料理も堪能してきました。新しく大きなショッピングモールや地
元のショッピングセンター、市場（車の中から見学）にも行き、市場では地元の人々の生活を
垣間見る事が出来、興味深かったです。テラスからのサンライズ、敷地内を散歩したり、プラ
イベートプールで泳いだりと日本での忙しい日常から離れて、心身共にリフレッシュできま
した。メイドさんの作ってくれる朝食とフレッシュジュースも最高で、去年も来ている為、メイ
ドさんたちも覚えてくれて楽しく会話もはずみ、お別れがつらかったです。スタッフの皆様、
色 と々お世話になりました。快適で楽しい６日間をありがとうございました。そしてワールド
ビッグフォーへの感謝と共に御社の益々の繁栄をお祈り致します。

プライベートプールで泳いだりと日本での忙しい
日常から離れて、心身共にリフレッシュできました！

パパキッズで乗馬やスリルあるジップライ
ンやアスレチックを楽しむことができました！

　初めてのセブ島、コーラルポイントリ

ゾートでの豪華な休日（既に、会社を定

年退職していて毎日が休日ですが）を

過ごしたいと言う想いから、妻と共に入

会し、村山さんたちと総勢１８名のセ

ブツアーに同行させていただきまし

た。毎月の会報誌で会員の皆さんの体

験談の投稿を拝見し、パラセーリング

やシーウォーカー等、色々現地での計

画を立てていました。滞在中は毎日お

天気に恵まれ、メイドさんやドライバー

さん、通訳さんに何から何までお世話になり、あっという間の８日間でした。感謝、感謝です。

しかし、３日目に行った無人島での海水浴の後に大事件が起きてしまいました。日焼け止め

のクリームを顔に塗らなかった事から、日焼けとその夜の出張マッサージのオイルが反応し

てか、顔から首まで赤く腫れあがり、まるで映画に出てくる特殊メイクをした顔の様になり、

予定していたマリンスポーツやボホール島へのツアー等、断念せざるを得なくなってしまい

ました。通訳のリサさんにはクリニックに連れて行っていただき感謝です。（皆さん、日焼け

止めのクリーム、サングラス、帽子は必ず持って行って下さい）そんな訳で、今回のセブ旅行

はショッピングとマッサージがメインになってしまいましたが、顔の腫れも帰国時には治ま

り、今回できなかった事は次回の楽しみに取って置くことにします。

初めてのセブ旅行

去年も来ている為、メイドさん達も覚えてくれて
楽しく会話もはずみ、お別れがつらかったです♡

メイドさん達に囲まれ自然と笑顔に。顔の腫れは治
りましたが、鼻の下が伸びてると妻から言われました！

日焼けにご注意 二度目のセブ旅行

はじめてのセブ旅行
　初めてのセブ旅行だったのでとても

緊張して出発しました。しかし、空港に

到着すると通訳さんが元気な笑顔で迎

えてくれ、一気にリラックスすることが

できました。コーラルポイントリゾート

の部屋はびっくりするほど広くて、海の

見える景色も最高で、部屋から外を眺

めているだけでリゾート感をたっぷり

味わうことができました。到着の翌日、

夫の体調が悪くなってしまうというトラブルがありましたが、通訳さんが優しく予定の変更に

対応してくれました。コーラルポイントリゾートの中でメイドさんから、ランチに“セブラーメ

ン”を作ってもらうことができたので、無理なくゆっくりと過ごすことができ、ありがたかった

です。翌日は無事に回復し、マリンスポーツも楽しむことができました。シーウォーカーは、

水中で大量の熱帯魚に囲まれ、触れ合うことができる感覚がとても楽しかったです。また、

パパキッズで乗馬やスリルあるジップラインやアスレチックを楽しむことができました！とて

も充実したセブ旅行でした。また行きたいです！

久しぶりの海水浴を楽しみまし
たが、その後が大変な事に・・・

　私は目が不自由な為、主人や友人の

高橋ご夫妻の協力で無事、成田からセ

ブに着くことが出来ました。空港に出迎

えてくれたスタッフの全員が私のことを

気遣ってくれたことに心から感謝しまし

た。日本では考えられない水着を着て、

マリンスポーツでのシーウォーカー（水

中散歩）やバナナボート、パラセーリン

グ等、年がいもなくはしゃぎました。無

人島でのバーベキューでは、すごくき

れいな海に感動しました。ボホール島

では蝶園や世界最小の猿（ターシャ）を見て、チョコレートヒルズ、ロボック川下り、ボホール

島最古の教会、白い砂浜など見る所がたくさんあり、とても楽しかったです。ボホール島の帰

りにセブシティーが一望できるトップスの夜景はすばらしいものがあり、心が癒されました。

さよならパーティーでの生バンドやメイドさんたちのダンスに盛り上がり、主人や仲間のみ

なさんもダンスに参加して、大変楽しいひと時を過ごすことが出来ました。今回一緒に旅行

に参加した仲間のみなさんも明るくて親切で、本当に楽しい一週間でした。スタッフの皆様

に大変お世話になり、心より感謝し来年もぜひ参加したいと思います。最後にワールドビッ

グフォーに出会えて夢が持てるようになり、未来が開けます。コメント：３月９日から１６日

までずっと天候に恵まれました。

ワールドビッグフォーに出会えて夢が
持てるようになり、未来が開けました！

部屋から外を眺めているだけでリゾート
感をたっぷり味わうことができました♪

目が不自由な為、主人や友人の高橋夫妻、
スタッフの全員が私の事を気遣ってくれました！

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴１年　横川さん

出発日５月２１日（５泊６日）
会員歴２年４ヵ月　鈴木さん

出発日３月９日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　相田さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴１年　燕さん


	00-15
	01-02
	03-04
	05-06
	07-08
	09-10
	11-12
	13-14

