
ごあいさつ

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別の御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

会員皆様のお陰によりまして、ワールドビッグフォー究極のリゾートは

予想以上の進化を遂げる事ができ、弊社にとって素晴らしい飛躍の一年となりました。

ご利用の会員様からは、たくさんの心温まるセブ体験談を御寄稿頂き

また身に余る感謝状を多数頂戴しましたことも、大変有難く存じております。

此れも偏に、会員皆様一人ひとりの御厚情の賜と深謝の念に堪えません。

本年もワールドビッグフォーは大自然との共生をテーマに

心身共に癒し安らぐ究極のリゾート施設の更なる向上と

日本人村開発の完成を目指し、邁進して行く所存でおります。

皆様の益々の御健勝と御多幸を心よりお祈り申し上げますと共に

弊社リゾート施設へより一層のお越しをお待ち申し上げます。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ

会        報
平成23年1月号

人生観が変わる究極のリゾート！

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３－３５－１０   渡辺ビル
TEL：０３（５８１７）０７０１　　　FAX：０３（５８１７）０７０２
URL  http://www.wb4.jp/        編集担当：関・伊藤

＜編集後記＞
昨年中は会員の皆様よりたくさんのセブ体験談でのご参加、ありがとうございました。お陰様で素晴らし
い内容の会報を毎月発行する事が出来ました。今年も皆様が更にお喜び頂けます様、充実した会報を
発行して参りますので、ワールドビッグフォー究極のリゾートをご利用の際には、（セブ体験談は随時募集
しています）昨年同様ご協力の程、宜しくお願い致します。
尚、新年は１月４日（火）より営業致します。    　　                                                                  

編集担当　伊藤博之

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～

会員皆様にとって幸多き年となりますように
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年齢出発日

航空代金のご案内（成田／セブ往復１名様分 成田空港税込み）

①上記料金は平成22年1 2月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②航空会社の諸事情により料金を予期なく変動する場合がございますので、
　予めご了承下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
③出発日の約１ヵ月前から搭乗チケットの発券手続きを開始致します。尚、発券以降の
　キャンセルは手数料として￥３０,０００円から当日は全額が発生します事をご了承下さい。
④関西空港、中部国際空港など他の空港をご利用の場合は別途お問合せ下さい。
⑤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。　    　     担当：林・小田

（注）帰国日が１月２日・3日・10日、３月２１日の場合には、上記料金とは異なりますのでお問い合わせ下さい。
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新たなる夢と希望をのせて
ワールドビッグフォー究極のリゾート

コーラルポイントリゾートから望む雄大なる朝日

コーラルポイントリゾート 日本からわずか４時間で究極のリゾートへ！
国内旅行感覚で楽しめる南国の楽園セブ島
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世界の大富豪の別荘

豪華絢爛な１３ユニット
　　　　　          １０リビング２７寝室を所有

爽やかな景観に包まれるワールドビッグフォー究極のリゾート
大自然との共生をテーマに進化を続ける４つのリゾート施設は
更なる飛躍に向けて、これからも邁進致します

２４時間警備体制のエントランスゲート プールサイドから望むリゾートハウスＢ棟

ＪＷＢホテル・トータルビューティーサロン“オーラ”

１８ホールのシーサイドゴルフコースを所有 多種多彩なマリンスポーツを満喫

素晴らしい自然環境に触れ合う最高のリゾートライフ
心温まるアットホームなサービスをご提供致します

珊瑚礁の大海原が広がる大パノラマはセブNo.１のサロン！
ＪＷＢホテル・トータルビューティーサロン“オーラ”で
最高のひとときと癒しの世界を思う存分にご堪能下さい

カモテスリゾート

広大なる３３０万坪

珊瑚礁の大海原を一望できる
　　　   リゾートハウス５棟を完備
　　　　　　             日本人村開発進行中

バディアンゴルフリゾート

大自然が奏でる秘境の楽園

１８ホールシーサイドゴルフコースを所有
新館・本館ホテル（客室２０室・保養所６室）を完備
　　    リゾート老人ホーム・リハビリ施設を併設

ＪＷＢホテル

客室５６室・総合レジャー施設を完備

人気のトータルビューティーサロン
　　“オーラ”で至福のひとときを・・・
         リゾート老人ホーム・リハビリ施設を併設
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《本社オフィス》
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1 2



3 4

９月下旬、４名の仲間とともに、あこが
れのセブ島へ旅立ちました。セブの
空港でワールドビッグフォーのガイドさ
ん達に出迎えて頂き、コーラルポイン
トリゾートに到着。私はＡ棟一階にお
世話になり、広い部屋、大きなベッド
で、1日目はオイルマッサージを受け
ながら心地良い眠りに就きました。
次の日は、ラプラプの像を見たり、お
寺に行ったり、教会に行ったりしなが
ら、ショッピングを楽しみました。フィリ
ピン料理や中国料理など、現地スタ
ッフのガイドさんのお陰で安くて美味

しいものが、いっぱい食べられました。３日目は船に乗って、美しいビーチへ行き、透き
通った海で泳いだり、バーベキューをしたり、ゆったりと過ごしました。４日目は、４メート
ルほど潜って海中を歩きました。色とりどりの可愛い熱帯魚達の出迎えにビックリして
しまいました。夜は、さよならパーティーをワールドビッグフォーの会長さんからプレゼン
トされ、大感激！！たくさんの御馳走に舌鼓を打ち、ギターやベースの演奏に乗せられて、
メイドさん達とともに踊り明かしました。４泊５日の旅は瞬く間に過ぎ、あっと言う間に
帰国の日になってしまいました。その日は、朝5時にメイドさんに起こしてもらい、マンゴ
ジュースを御馳走になり、空港へ出発です。そして、午後1時半にはもう成田に着い
ていました。セブで過ごした日々が夢のようです。まだまだ行ってない所、体験してい
ないことがいっぱいあるので、また仲間と再び訪れたいと思っています。ワールドビッ
グフォーの皆様、大富豪の気分を味あわせてくれて、本当にありがとうございました。

また仲間と再び訪れたいと思っています！夢のような４泊５日間、
大富豪の気分を味あわせてくれて、本当にありがとうございました

軽いメロディーに楽しく一緒に踊った事、忘れません！
皆様方の温かいお気持ち、ありがとうございました

日本は入梅と言う時に主人、姉、

お友達と４人で行きました。翌日はボ

ホール島に行き、チョコレートヒルで

面白いポーズでパチリ（シャッター）、

可愛いメガネ猿のターシャ、目が合

ってパチリ、ロボク川ランチクルージ

ングの船上では生バンド演奏があり、

現地の人々とウクレレを弾いたり楽

しさいっぱいでした。コーラルポイン

トリゾートからのクルージング！海はエ

メラルドグリーンで爽やかな風を浴

びながら日焼けしたイケメン男性５人、メイドさん、リサさん、ラチさん、ドライバーさんと

カモテス島へ行きバーベキューしたり泳いだり、ワールドビッグフォーの車で島を廻っ

て下さり現地の子供さんと遊んだり楽しかった。帰りにハプニング！行きは満潮だっ

た海が帰りは引き潮になり船が桟橋より手前に着き、イケメン５人がエスコートして下

さり、こんな事も楽しい思い出になりました。私達４人しかいないのにパーティーをし

て下さり、生バンドの皆さんと若いスタッフのダンスに誘われて私もヘッピリ腰で踊り

最高でした。海でしか出来ないシーウォーカーやパラセーリングも楽しみ最高の４泊５

日の旅でした。主人は帰るなり又すぐセブへ行きたいなどと卓球のお友達に話して

おりました。スタッフの皆さんお世話になりました。ワールドビッグフォーさん、ありがとう。

人生の楽園セブ

４名の仲間とともに、あこがれのセブ島へ！市内観光や島巡り、シーウォ
ーカーでは魚達の出迎えにビックリ、さよならパーティーでも大感激です

楽しさいっぱいのボホール島！ターシャもこんな
に大きな顔にビックリ、お猿のメガネもパッチリよね

竹渕さん

素晴らしい初めてのセブ旅行 善如寺さん セブ旅行の思い出 柳沢さん

自然の美しいセブ島に感激 藤井さん

ワールドビッグフォーとご縁が出来、毎月会報を拝見、
機会があったら是非行きたいセブ島。思っていた
事が現実となり、出発前にビデオでセブの状況を
拝見、ますます想いを膨らませた出発の日となる。
4泊5日の旅の始まり、成田から4時間でセブ飛行
場着。飛行中雨が降り到着時には小雨となって
いた。迎えの自動車が来て下さり、ガイドさんとドラ
イバーさんのお手を借り乗車、夜道をひた走りに走
る。道幅が狭い両側に軒つづきの店が並んで居る。
沢山の樹々が大きく、美しい花を咲かしている。翌
日市内見物の時、商店街に沢山の痩せた犬、元
気な鶏、元気で小さなお子さん達の姿も混ざって
居る事に驚きました。市内では沢山の小型のバスに、
人が沢山重なり合い乗車している事に恐怖を感じ、
車間距離の少ない事にも驚きました。リムジンでな

く、無理人（ムリジン）と名付けましょう。命あっての物種ですので交通事故の無い事をお祈り申し上げます。翌日は
広い広い海を船で「離れ小島」で「泳ぐ人」砂浜では親子で遊んでいる人。昼食のバーベキューの支度をして下さ
る人。泳ぐ事の好きな私は海中を歩き、泳ぐ事はなしでした。船の乗り降りは男の方達に助けを頂き、何事も無く帰る
ことが出来、天気に恵まれ穏やかな海の美しい事。天にはムクムクと雲が積み重なる姿は、あたかも真白い大雪が積
ったかのような形でエメラルドグリーンの海と美しい取り合わせで感激。水平線の美しい事。雄大で自然豊富な環境。
リゾート施設のお部屋の目を見張る優雅な事、市内の活気ある事はこれからの発展をあらわしている事。次回来る時
はどんなに変化しているのか想像して、再変のセブ島を楽しみにして居ります。市内のデパートや市場で買物を楽し
みにしていただけに、商品の豊富さと安さに目を見張ってしまいました。おみやげ物も買う事が出来、友人が気に入っ
て下さる事を念じました。メイドさん達が作って下さる朝食の美味しい事、広いベランダでゆったりとした気持ちで頂く
のは一段と違って、毎朝のマンゴジュースも日々違っていて、マンゴだけでなく、パインであったり、バナナであったり、
作って下さった人に感謝感謝の日々でした。最後の夜に送別会をして下さり、皆様方の温かいお気持ち、有難うござ
いました。軽いメロディーに楽しく一緒に踊った事、忘れません。心身共に新しくなり温かい気持ちで帰路につきまし
た。車で飛行場まで送って下さり、心配りの細やかなガイドさん、メイドさん、運転手さん有難うございました。

素晴らしい初めてのセブ旅行！カモテス島ではワールド
ビッグフォーのかわいいジプニーで島内巡り、楽しかったわ

旅行が大好き！東南アジアも各国行
きましたが、セブ島は初めて！！朝早
い出発が苦手な私は、とても良い時
間に出発出来、同行のメンバーの方々
も、初めて逢ったとは思えないほど気
が合い、何回かセブ経験者の方もい
て、色んな面で面倒みて頂き助かり
ました。マクタン空港到着、通訳の
カレン・ミキ、運転手のベルナルドの出
迎えでコーラルポイントリゾートに到着。
ウェルカムドリンクで大好きなマンゴ
ジュースを頂き大満足！ビックリした
のは、ヤモリが大歓迎で天井からドタッと落ちて来た事！話には聞いていましたが本当
に驚き一瞬、怖かったです。登山好きの私には、澄んだ夜空の星が久々に見え、流れ
星も見られ最高でした。ボホール島やカモテス島は、中３日間では行く事が出来ず残
念ですが、限りある時間を有効に使って、出来るだけ沢山の事を体験させて頂き、感
謝感激です。ワールドビッグフォーは、８年前に声を掛けられましたが、当時は「そんな
旨い話がある訳ない」と思って、全然気にしていませんでした。・・・８年後、ある時知り
合いの所で賑やかに楽しんでいる紹介者に遭遇し、昨年７月ワールドビッグフォーに縁
しました。今にして思えば「あの時、縁していたら・・・」と反省しています。でも出合っ
た時が縁あった時、これからだと思うことにし、仲間の皆さんと楽しく有意義にこれから
の人生を歩んで行きたいと思います。人生の楽園セブに又訪れる事が出来ます様、
感謝して筆を置きます。

人生の楽園セブ！又訪れる事が出来ます様、仲間の皆さんと
楽しく有意義にこれからの人生を歩んで行きたいと思います

自然の美しいセブ島に感激！エメラルドグリーンの穏や
かな海は美しく、雄大で自然豊富な環境を楽しみました

旅行大好き！感謝感激初めてのセブ島旅行！限りある時間を
有効に使って、出来るだけ沢山の事を体験させて頂きました
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１年振り３度目のセブ島へ７泊８日
で行って来ました。今回はカモテ
スに一泊、それ以外は何も予定を
入れず、とにかくのんびりしようと
出発しました。セブ空港で懐かし
いシャローンの歓迎を受け、早速
コーラルポイントリゾートへ。お部
屋は昨年同様スペシャルビラで、
着いた時からまるで自分達の部屋
に帰ってきたよう。一夜明けて晴
天！お気に入りのプールで真っ青
な海を眺めながら泳ぐ最高の贅沢。

翌日は６年振りのカモテスへ、向かうボートでは先頭に立って潮風を受け、ときど
き跳ねるトビウオを探し飽きることなく海を眺めて。島では一番楽しみにしてい
たシュノーケリング、期待していた以上のお魚の群れに感動！可愛いニモのペア
を発見して大はしゃぎ！！時間を忘れてお魚と泳いで。スペシャルビラに戻って
からは、午前中はプールで泳いだりしてゆっくり過ごすことが多く、お昼にメイド
さんにソーメンを作ってもらい、午後主人はカジノ、私は大好きなマッサージ三昧。
初めての射撃体験、その衝撃にビックリ！でも癖になりそうな快感。ゴルフは二
度目、初めてのゴルフ昨年のバディアンゴルフリゾートを思い出す。それ以来な
のでもちろん上達しているはずもなく、でも時々はナイスショットで気分爽快！ツ
アーやホテルでは味わえない、気ままで贅沢な８日間を過ごすことができました。
お世話になった皆さん、有難うございました。

お気に入りのプールで真っ青な海を眺めながら泳ぐ最高の贅沢！
スペシャルビラは、まるで自分達の部屋に帰ってきたようです

さよならパーティーでは飲んで歌ってと大騒ぎ！優雅
な旅、想い出いっぱいの旅をありがとうございました

初めてワールドビッグフォー様の旅行

に夫と共に参加させて頂きました。

成田を出発して４時間余りでセブの

マクタン空港に到着しました。いよい

よセブの生活の始まり！まず、夕食に

フィリピン料理をリクエストし、舌鼓を

打つ。コーラルポイントリゾートに着く

なり多勢のメイドさん達に迎えられて、

マンゴジュースで乾杯。とっても美味

しかったです。部屋に入りオイルマッ

サージをしてもらう。日本では味わえないリラックスの一時でした。２日目は市内観光の

後、ショッピングと３時間程のマッサージを堪能しました。３日目ボホール島観光、私はメ

ガネザルの可愛さに感動しました。片手に乗る程の小さなまんまるい目をしたサルです。

４日目無人島でのバーベキューの美味しかった事！そして少しショッピングの後、早くも

サヨナラパーティーです。生バンドが入ってメイドさんやドライバーさんの踊りの楽しか

った事。皆さんのリズム感の良さにはビックリしました。本当にあっと言う間の５日間で

した。今回は雨期に当たってしまい南国らしい青い空と海を見られませんで残念でし

た。次回はドライシーズンを選んで是非またセブ島を訪れたいと思います。

初めてのセブ

気ままで贅沢な８日間！６年振りのカモテスではシュノーケリング、
お魚の群れに感動、可愛いニモのペアを発見して大はしゃぎ！！でした

日本では味わえないリラックスの一時でした！次回はドライ
シーズンを選んで是非またセブ島を訪れたいと思います

太刀川さん

セブ初体験 野部さん セブでのんびり８日間 伴内さん

楽しかったで～す 高橋さん

皆様の仲間入りして僅か半年足

らず、毎月の会報を心待ちにし羨

ましい思いで拝読していました。

“百聞は一見にしかず”私も行っ

て来ました究極のリゾートへ！空港

到着後の夕食は勿論フィリピン料

理、ガイドさんお勧めのナス・ホタテ・

スープ等々どれもこれも美味しい。

全員一致で「これなら毎日でもオッ

ケー」と、そんな訳で翌夕食も同じ

レストランへＧＯ～！又々満足。格安料金で二重の喜びが、満腹、納得、ごちそうさ

までした。白い砂浜、真っ青な穏やかな海と夏の風物詩、入道雲のコントラストは

絶景“海の色は空の色”間違いなし。朝一番のマンゴジュースはグゥ～、スタッフ

は皆親切と会報通り、思いは同じですね。いよいよ最後の晩、さよならパーティー

では飲んで歌ってと大騒ぎ、ドライバーさんの見事な変身に驚愕！！豊満な胸と嫋

やかな腰つき、バッチリメイクと真っ赤なドレスでノリノリ「ジュンちゃんステキ！」と

声援を送る。さすが貴方は、名倉潤のそっくりさん“ジャパニーズNo.１コメディアン・

ジュン”ですよね。賑やかな夜は早々に更けました。本当に楽しかったです。優雅

な旅、想い出いっぱいの旅をありがとうございました。又、行きたいな～。

夫と共に初体験のセブ！ボホール島ではメガネザルに感動、
無人島でのバーベキューは最高、パーティーも楽しかったです

お友達五人でセブ島へワクワクし
ながら行きました。空港へ着くとガ
イドの方が日本語で優しく出迎え
てくれました。それからすぐにお夕
飯をフィリピン料理で頂きました。
又それが、どれもとても美味しかっ
たです。それからコーラルポイントリ
ゾートに向かいお部屋に着くとウェ
ルカムドリンク、マンゴジュースで又
感激しました。二日目は市内観光、
お買物、エステ、フェイシャル、ボデ
ィー、フット角質取り、贅沢三昧！その後は又、昨日の美味しかったフィリピン料理
を頂きました。やみつきです！三日目はボホール島に行き可愛いめがねザルに会い、
チョコレートヒルに行き感激しました。でも一番感動したのは、お部屋もとても素
敵でしたが、最後の日に船で島に行き、バーベキューを御馳走になり、夜はサヨ
ナラパーティーをして頂き、ガイドさん、メイドさん、ドライバーのベルナルドさんの女
装にも大笑い。会社の皆さんからのお持て成し、私達五人の為にこんなにして
頂いた事が本当に嬉しかったです。今回は忙しく過ぎましたけど次回は今回行
けなかったＪＷＢホテルやバディアンゴルフリゾート、ゆっくりとマリンスポーツ等、
行きたい、やりたい事がまだ沢山あるので、又行きたいです。本当にお世話して
下さったスタッフの皆様、ありがとう御座いました。次回も宜しくお願い致します。

島でのバーベキュー、サヨナラパーティーに感動！私達５人
の為にこんなにして頂いた事が本当に嬉しかったです

楽しかったで～す！全員一致で「これなら毎日オッケー」のフィリピン
料理は格安料金で二重の喜び、満腹、納得、ごちそうさまでした

初めてのセブで贅沢三昧！ボホール島では可愛いめが
ねザルに会い、チョコレートヒルに行き感激しました。
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前々から「セブに行こうよ行こうよ」
と誘われていたのになかなか行けず、
今回友達とのスケジュールが丁度合
って、初参加の３人を小林さん夫妻
と小松さんが同行して下さいました。
目を離すとどこへ行ってしまうか解
からない私達でしたが、御世話にな
りありがとうございました。セブは色と
りどりの綺麗な花が咲き乱れていま
したが、車中ではセブの花に負けな
い位、話しに花が咲き、楽しい旅行
となりました。シーウォーカー、パラセ
ーリング、ウエストが括れたうっとりす

るような容姿のおかまショー、期待いっぱいのエステ、夜は毎晩マッサージ、そして島
観光等、まだまだ色々な所に連れて行ってもらいました。お土産を買う時間もたっぷり
取って頂き満足でした。明日帰る日の前夜パーティーではメイドさん、ドライバーさん、
ガイドさんと唄ったり踊ったり凄い大盛上がりで汗びっしょり、そしてパーティー終盤ガ
イドの見習いとして甲斐甲斐しく面倒をみてくれたマリアンが「自分の携帯に写真を
撮ってもいいですか？」撮ってもらった後、今までの感謝と明日は別れなければという
淋しさで、３人ともボロボロと涙が出てきて止まりませんでした。空港では私達の姿が
見えなくなるまで手を振っていてくれました。「又来るのを待っています」の気持ちの
入った言葉に「マリアンの成長した姿を必ず又見に来るからね」と心の中で叫んでい
ました。まだセブに行ってない人がいたら私達を誘ってくれた小林さんの様に「是非
セブに行ってみたら良いよ」と言いたいです＝ＥＮＤ＝

やっと叶ったセブ旅行！まだセブに行ってない人がいたら
「是非セブに行ってみたら良いよ」と言いたいです

余裕とセレブ気分で心に充電�をさせてくれま
した！又セレブ気分！！をあじわいに行きたいですね

あの猛暑の夏から秋風を感じるこ
の１０月。定年になったら従兄妹と
セブに行きたいと願っていた夢の
現実となりました。台風を避けて、
１時間遅れとなりましたが、マリバ
ゴの南国雰囲気あるヤシの葉の屋
根の下でのセブ料理いつも来る店
です。コーラルポイントリゾートは４
階で、とても思いでの階です。最
初は、この階だけでしたから、故父
と、このベランダで、このイスに腰か
けて、海を眺めながら語り合った階
です。あれから何年も過ぎ、部屋の
数も増え、工事中でしたＢ１もすっ
かり美しくステキな夢の様な部屋
になりました。メイドさんも２名でしたが、今は２０人以上となり、いつも明るく迎え
て下さり不自由のない様に見守って下さりおかげ様です。今回の１つの目的は、
ＪＷＢホテルでのエステ、マッサージ体験でした。目の前は海、マリンスポーツを楽
しむ人達を見学しながら、サウナに入り、その後のマッサージは眠ってしまいました。
その次は、パンフレットに紹介されている「セブでおいしい焼肉屋（韓陽苑かいよ
うえん）に行く」目的でした。若奥様は山梨県の方で遠くセブに来て頑張ってい
る姿に接して、お肉もおいしく、私の再び行ってみたいお店の発見となりました。
もう一つの思い出は、無人島の「南国の白い砂浜でビーチバレー」まだまだ大丈
夫と笑いの中でのプレーです。コーラルポイントリゾートへの道も、すっかり舗装さ
れ、今回の旅では、その道の横に水道管らしいのが並べられて工事中でした。１
つ１つのセブの発展を目にし、ワールドビッグフォースタッフの皆さんが明るく頑張
っていて下さる姿に感動し・・・セブでの３日間は明日へのエネルギーをいただきま
した。今もスタッフ１人１人の方の顔が浮かんできます。心より感謝申し上げます。

大感激のセブ旅行

セブの花に負けない位、話しに花が咲き、楽しい旅行
となりました！色々な所に連れて行ってもらい満足です

「南国の白い砂浜でビーチバレー」まだまだ
若さ残っていました！楽しい思い出になりました

後藤さん

「南国の白い砂浜でビーチバレー」 池上さん やっと叶ったセブ旅行 武村さん

大満足！！セブ 渡辺さん

初めてのセブ島。到着した時、ちょ

っとしたカルチャーショックを憶えま

した。日本とは、まるで違う街並み、

臭い、人々、ちょっと不安な気分に

なりました。しかし、ガイドの方の素

早いエスコートにより気分も一新、

安心感をあたえてくれました。４泊

５日というバカンス期間、私達の希

望は、時間におわれることなくゆっ

たりと過ごし、しかし、色々な所に

は行きたいと言うわがままプラン。そんな言葉に笑ってOK！！（ホントに大丈夫？！）

って感じでガイドをお願いしてましたが、びっくり！の時間配分でホントに大満足

のプランと時間を過ごさせてもらえました。「ホント、離島にての海水浴やピクニ

ック、お買物に史跡めぐり。さまざま料理やカジノ、全身マッサージ！すごいでしょ

（笑）！」日本での生活って毎日同じことのくり返しと時間におわれて息抜きって

出来にくいと思いません？そんな私にセブバカンスは、余裕とセレブ気分で心に

充電�をさせてくれました。しばらくは頑張っていけるかな・・・それで又、今度

はお金に余裕を日本でためて（笑）セレブ気分！！をあじわいに行きたいですね。

思い出のマウンテントップスにて！夜景が
とても美しく、セブ島の元気を感じました

いつも会報でセブ旅行の体験を羨
ましく思いながら読んでいた私、今
回やっと行く事になり、待ちに待っ
たセブ旅行、不安と期待の中マクタ
ン空港に到着。夕飯に現地料理を
頂き、胸いっぱいのあまり少しか食
べられず、大富豪のコーラルポイン
トリゾートに着き、心温かな笑顔がと
ても可愛いメイドさんに出迎えられ、
超豪華な部屋に案内され、素晴ら
しい大きなベッド、感激のあまりそ
の夜は興奮して寝れなかった。６
階からの眺め、今までに見た事の
ないエメラルドグリーンの海、緑の綺麗な植物、そして空気のさわやかさ、まるで夢
の世界。毎朝マンゴ、ジュース、甘い香りの果物、幸福そのもの。毎日日本語の上
手な（リサ、マリアン）のガイドさんと市内観光、時間の経つのも忘れ夢中でショッピ
ング。島めぐりでバーベキュー、浅瀬で大はしゃぎで泳ぎ、泳げなくて溺れそうにな
った事、毎夜オイルマッサージ、あまりの気持ち良さに延長したくて言葉が通じなく
苦労した事、ＪＷＢホテルの床は大理石、すべてが豪華、大自然に囲まれ心安ら
ぎ快適に過ごせるんではないかと感激。最後の夜、サヨナラパーティー、スタッフの
方々と生バンド演奏、慣れない腰つきで踊り歌い明かした夜。明日はお別れ、優し
くしてくれたメイドさんとの別れが辛く、涙が止めどもなく頬をつたわり、７日に数々
の思い出を背負い帰国しました。優しさと、気遣い、思いやりのあるメイドさん、楽
しいセブ旅行のすべてが感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

大感激のセブ旅行！市内観光やショッピング、
島めぐりにマッサージと、とても楽しく過ごしました

大満足！！４泊５日のセブバカンス！わがままプラン
にゆったりとした時間を過ごさせてもらいました

楽しいセブ旅行のすべてが感謝の気持
ちでいっぱいです！ありがとうございました
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母に強くすすめられて行ったので

すが、行ってみて“良かったなぁ～”

と感じています。いきなり、まっ黒

だと肌がびっくりしてしまうと思い、

日本で数回、海水浴に行っておい

てから南の海に挑みました。パラ

セーリングは“ちょ～良かった！”空

に浮かんでいるみたいでリラックス

の時間でした。母と2人で並んで

浮いていました。シーウォーカーも

経験しました。美しい魚がすぐそ

ば、手の届くところで、しかも体に触れてくるのです。可愛いと思いました。私は

普段、仕事９０％人間？！みたいで、休日なんて寝ていれば良かったんですが“や

っぱ！休日は最高！”でした。フィリピン料理もとても美味しく頂き“特にマンゴジ

ュースは最高！！”あと、雑誌で見たハロハロというデザートも美味しかったです。

ガイドさんのカレンと２人でショッピングにも連れて行ってもらい楽しかったです。

“お土産がなくちゃね！！”それにも増してコーラルポイントリゾートのゴージャスな

家具、調度品の数 “々気分が良かった～”キングサイズのベッドでゴロンゴロン

と自由でした。そして、夜の海、朝の海、たくさん感じてきました。お母さん、おば

あちゃん“ありがとう！！”今度は同年代の友人や、大切な人とまた行きます。

パラセーリングも“ちょ～良かった！”シーウォーカー体験
では体に触れてくる美しい魚が可愛いと思いました

２度目のセブもハッピーな旅でした！セブのマイナス
イオン、太陽を体いっぱい浴びて「超ご満悦！」の私です

5回目、6名のグループで出発。到
着時間が2時間半も遅れたにも関
わらず、ニコニコ笑顔での出迎えに
感謝。次の日、国内では見られない
スバラシイ日の出の力強いエネルギ
ーに「本当に出掛けてきて良かっ
た！」と、同じフロアーの友とゆっくり
とモーニングコーヒーで始まり、７泊
の内6泊の朝、日の出を見られた事
も雨期なのにラッキーでした。3日目、
最高のお天気の中、パラセーリング
に挑戦！午前中の青空の中へ吸い
込まれるように舞い上がり、鳥が飛
んでいるようで「このままズ～ッとい
たい」気分に成っていました。これ
もこのセブ島の素晴しい環境の中でないと実感出来るものではありません。廻りは
若者でしたが、これは誰にでも体験出来ると思います。御一緒した方も、また直ぐに
来たいと言ってました。想像以上の感動に「是非皆様も一度飛んでみたらいかが
でしょうか？」食事も始めの頃は、日本食や食べ慣れたものに片寄りがちでしたが、
回を重ねる事にフィリピン料理が美味しく、ガイドさんに、おまかせするようになって
から、色々の食材を食べる事が出来ました。今回は４名ボホール島へ渡り、私と友
の２人は前回行っているのでお留守番。ウォーターフロントホテルのカジノへ行き、３
０分も出来ればと思っていましたが、１時間３０分も続ける事が出来、残りのチップ
は換金して気分よく、又、時間があれば絶対行こうとミキとベルナルド４人で約束し
ました。エステ三昧の毎日で、心も体もポッカポカ、足取り軽やかになっていました。
ＪＷＢホテルのエステサロン“オーラ”へ行き、新館7階の最高の景観の中マッサージを
受け、血行を促し至福の時間も持て、常夏の国でも冷房で、結構冷えていることがわ
かり、健康に、いかに良いかも実感できました。色々とお世話頂きありがとうございました。

限りなく透明なセブ！最高

行って良かったセブ“やっぱ！休日は最高！”お母さん、おばあ
ちゃん“ありがとう！！”今度は友人や、大切な人とまた行きます

５回目のセブ島「本当に出掛けてきて良かった！」国内では
見られないスバラシイ日の出の力強いエネルギーに感動です

臼井さん

いつ行っても満足のセブ島 島さん 行って良かったセブ 匿名

ハッピーな旅 小林さん

セブの素晴らしさを母親に体験し

てほしく、何度も勧めて、ようやく

重い腰を上げてくれました。母親

は足が悪く、移動することが一番

の不安の様子でしたが、成田空港

でも、すぐに車椅子を用意して頂き、

またセブではスタッフの方々の介護

がとても行き届いて良く、不安がな

くなったようでした。翌日は島巡り

でバーベキューでした。船への移

動こそ、母にとっての第一難問でしたが、皆さんが「よいしょ」と乗せてくれて、

見事にクリアしました。私といえば、太陽を体いっぱい浴びて「超ご満悦！」でした。

２度目なので、少し落ち着いて滞在することができました。シーウォーカー、パラセ

ーリングと、妹と行動しました。このような年齢になって、母や妹と旅行なんて、思

いがけず実現でき感激しました。島の様子は前回と変わりなく、素朴で、自由で、

のどかでした。コーラルポイントリゾートでのウェルカムパーティーもスタッフの方々

に盛り上げて頂き、母も、とても楽しそうでした。セブのマイナスイオンを体いっぱ

い浴びて帰ってきました。写真もよく撮れていて「満足！」です。ハッピーな旅で

した。

パラセーリングでは「このままズ～ッといたい」想像以上の感動！いつ
行っても満足のセブ島、色々とお世話頂きありがとうございました

サァ～弾けよう！！！と成田で意気
込んだものの計器不良で満席の
機内に２時間缶詰。マクタン空港
へは、じらされての到着。のっけか
らのハプニングもポジティブな私達
は逆期待�？４年振りのセブ、出
迎えてくれたのは前回と同じガイド
のシャローンとドライバーのベルナ
ルド。サミット開催後のセブは当時
より発展し、道路も舗装されてい
て活気を感じました。程なくコーラ
ルポイントリゾート着、空いっぱい
海いっぱい大きく広がる大自然の
景観に感激！翌々日初ボホール島へ、メルヘンチックでお洒落な島。天候にも恵
まれ、どこを見ても絵葉書スポットをドライブ。メガネ猿ターシャに会い「何て可愛
いの�」～竹の吊り橋～その昔珊瑚礁だった所が隆起してできたチョコレートヒ
ル「空飛ぶ箒で飛んじゃった♪」ロボク川で生バンドとバイキングのクルージング
はたっぷり１時間、まるで映画の１シーンにいるかのよう。人々も自然の共生の中
で目がキラキラ、あっこれが人の暮らしだ！今回は３日追加して7泊8日の旅、でも
スケジュールいっぱい（エステ、マリンスポーツ、写生e t c）セブには島がいっぱい
あり、それぞれ特色があると聞き「次回からは島巡りもしたいなあ～。これでは足
りないわ！」ワールドビッグフォーのスタッフの皆さん「又夢の楽園セブに連れてっ
て！！」この喜びを家族や仲間と分かち合いたいと。今回も期待通りの素晴らし
いセブの旅を思いきり弾けました。感謝とありがとうでマーヨンハポン（こんにちは）
セブ、また会いましょう。

４年振り７泊８日、夢の楽園セブの旅！今回も期待通り
の素晴らしいセブの旅を思いっきり弾けました！最高！！

思いがけず実現できた母と妹とのセブ感激旅行！スタッフの方々
の介護が行き届いて良く、母も不安がなく楽しく過ごせました

空いっぱい海いっぱい大きく広がる大自然の景観に感激！メルヘン
チックでお洒落なボホール島では可愛いメガネ猿ターシャに会いました

 


