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＜編集後記＞
ワールドビッグフォー究極のリゾートへようこそ！セブ旅行を更に楽しいものにする為にも、ご旅行計画をご検討する際、
予約受付時に滞在期間中の旅行プラン・希望等をお申し付け頂ければ、当日、快適でスムーズな対応が可能となります
のでご利用下さい。また詳細・ご不明な点等もございましたら、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ頂きますよう
宜しくお願い致します。
尚、ご旅行計画は３ヵ月前（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。      編集担当　伊藤博之

ごあいさつ
国内旅行感覚で体験できる南国セブ島癒しの旅。

心を委ねる至福のひととき、生涯誰もが健康でいたいと願うものです。
セブ島の優雅に彩る豊富な自然環境を通じて、深い感銘を受ける心の静養は

私達にとって生きる喜び、豊かに育む心のケアが健康への秘訣と思ってもおります。
掛け替えのない健康づくりは笑顔から！是非皆様もワールドビッグフォー究極のリゾートで
家族や仲間との素晴らしい思い出づくり、元気若返りの源体験を思う存分にお楽しみ下さい。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、溢れる笑顔に満たされる感動の日々
海外旅行が初めての方は勿論、老若男女を問わず気軽にリゾートライフをご満喫頂けます。

日頃より会員の皆様からセブ体験談の御寄稿、誠にありがとうございます。
皆様の更なるお越しを心よりお待ち申し上げております。

会長　行方　栄治
ナメカタ エイジ

人生観が変わる究極のリゾート！

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～

素晴らしい景観・環境に佇む
ワールドビッグフォー究極のリゾート

①上記料金は平成25年4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
　手数料として出発日前々日までが￥２５,０００円、前日・当日は￥３０,０００円（無連絡の場合
　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。　    　　　旅行担当：小田・根本

（注）帰国日が５月５日・６日、７月１５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。

￥１２,６００円
￥５,１００円
￥６,０００円
￥１２,６００円
￥６,０００円

￥１０６,１２０円
￥４９,９２０円
￥５６,６２０円
￥１０６,１２０円
￥５６,６２０円

０５／０１～０５／０４
０５／０５～０７／１１
０７／１２～０８／０９
０８／１０～０８／１２
０８／１３～０８／３１

￥１３７,１４０円
￥６２,１４０円
￥７１,１４０円
￥１３７,１４０円
￥７１,１４０円

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 成田空港税込み）
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セブリゾートの魅力を思う存分堪
能し、ワールドビッグフォーの素
晴らしさを改めて感じさせていた
だきました。佐藤統括様と旅行仲
間４名、計５名での６泊７日の
初めてのセブ旅行でした。セブ・
マクタン空港に着くと、ドライバ
ー・ガイドさんが出迎えてくれて
安心しました。コーラルポイント
リゾートに到着すると、メイドさ
ん達がにこやかに迎えてくれまし
た。海の見える大きなお部屋に家
具の豪華な事「さすが大富豪の

別荘！」感激しました。ゆったり海を眺めながら毎朝いただいたマンゴ・マンゴ
ジュースの味は忘れられません。また村松理事より果物の差し入れをいただ
き、おいしくいただきました。ボホール島ではロボク川クルーズに可愛らしい
メガネ猿との対面、そしてチョコレートヒルへ。バディアンゴルフリゾートでは
ブーゲンビリアが咲き、大パノラマのエメラルドグリーンの海が最高でした。
セブ・マクタン周辺では市内観光・リゾート施設の見学・楽しい飲食・ショッピ
ング・カラオケ・マッサージ・パーティーではスタッフの皆さんに盛り上げてい
ただき、本当に楽しかったです。ワクワク・ドキドキの夢のような７日間でし
た。そして見た事のない透明な海・温暖な気候に温かな海・ゆったりと時間が
流れ心身共に癒されました。こんな素晴らしい機会を提供して下さった行方
会長様はじめ故大舘理事長様、村松理事様、スタッフの皆様に心から感謝申
し上げます。

心身共に癒された旅でした！ ボホール島ではロボク川クルーズに
可愛らしいメガネ猿との対面、そしてチョコレートヒルも観光しました

前向きな素晴らしい母に心から感謝！ シーウォーカーやパラセー
リング、そして射撃もして５日間を思う存分に３人で楽しみました

新年１月８日、日本の気温５度の
成田空港を出発。約４時間後の夕
方、セブ島のマクタン空港に到
着。気温２８度と真夏。さっそくロ
ビーで上着等を脱いで待つ。女性
スタッフの方が名前を掲げて来て
くれ、さっそく車に乗りコーラルポ
イントリゾートへ、大きなゲートが
開き到着、直接部屋へ。女性が多
数いてびっくり！少し小さめのフロ
ントと思った所が宿泊リビングと
聞いてまたびっくり！すごい事が
ありそうで楽しみに！！子供は黄金
の寝室にテンションが高い。１月
９日、島へ渡ってのバーベキュー、南国の海と砂浜、現地の人からロブスター
を買って失敗（？）でもおいしかった。夕方からショッピングへ、子供は超元
気！！１月１０日、残念なことに雨、パラセーリングはなしに、でもシーウォーカー
（小魚いっぱい）、バナナボート、ジェットスキーと十分に楽しめた。その後再び
町へ。１月１１日、ダイビングに参加、夢の１つに入っていた。海中ではすべて
が新鮮で、見ている現実が美しい。楽しいの一言で特に小さなニモに逢えてハ
ッピー。そして最後の食事会、フィリピン料理に挑戦、味はいかにもシンプル、そ
の途中従業員の方々のバースデーソングと共にケーキが登場、実は子供の１８
歳の誕生日をお願いしていた。ビックリ顔と笑顔に私は大満足。周囲の方も拍
手をしてくれ、サプライズを考えてくれたスタッフの方々に心から感謝、ありがと
う！！１月１２日、朝６時コーラルポイントリゾートを出発、早い朝食、朝から晩
までの運転ありがとう。いつも側にいてくれてありがとう。

楽しかったセブ又行きます

ワクワク・ドキドキの夢のような７日間！ 施設の見学・楽しい飲食・ショッ
ピング・カラオケ・マッサージ・パーティー等、本当に楽しかったです

子供の１８歳の誕生日、ビックリ顔と笑顔に私は大満足！ サプ
ライズを考えてくれたスタッフの方々に心から感謝、ありがとう！！

初セブ・初親子２人海外旅行 出発日１月８日（４泊５日）
会員歴１年９ヵ月　小谷さん 夢のような７日間でした

初めての母とのセブ旅行
２回目のコーラルポイントリゾ
ートは、今年８０歳になる母と
母の親友と３人で行きました。
２年前にワールドビッグフォー
の事を話したら「大丈夫なの？」
と言っていた母です。しかし、昨
年私が子ども達と本当にセブ島
に旅行に行き「アレ？」と思って
い た の か １ ２月に再 び 話した
時には、黙って話しを全部聞い
てくれて「じゃあ、その旅行に行
ってみようか？」と言いすぐに会
員になってくれました。その後、
母は私が子どもの頃からお世話

になっている母の親友のおば様もすぐに誘い、二つ返事で会員になり「早
くその旅行に行こう！」と二人で盛り上がり、１月末この旅行に行く事にな
りました。日本では、なかなか機会のないシーウォーカーやパラセーリン
グ、そして射撃もして５日間を思う存分に３人で楽しみました。母とは私
が１８歳で家を出てからお互いに忙しく、一緒に旅行をしたことは一度
も有りませんでした。しかし、いきなり別荘付、ガイド付、ドライバー付の
豪華な海外旅行を４泊５日も一緒に満喫することが出来て本当に幸せで
す。こんな素晴らしい環境を与えてくれたワールドビッグフォーに感謝す
ると共に、何より今日まで５７年間、雨の日も風の日も果樹農家の仕事を
続けながら健康でいてくれた前向きな素晴らしい母に心から感謝してい
ます。親孝行のまねごとをさせてくれてありがとう！また、来年も一緒に行
きましょうネ。

初セブ・初親子２人海外旅行！ マリンスポーツやショッピング、
夢のダイビングも現実に、子供はテンションが高く、超元気でした

統括の佐藤さんに同行して頂き、
大雪の残る小諸を後に初めての
セブ旅行へ５人で出発。私達４人
は海外旅行に毎年行っている仲
間です。ところが、私が出発前日
に軽い「ギックリ」腰になってしま
い、皆様に迷惑を掛けているので
はと思いながら旅立ちました。１
月２５日～３１日迄６泊７日で
常夏の島セブ島へ、真冬～真夏
のセブ・マクタン空港に着くと、ガ
イドさんと運転手さんが出迎えて
くださり、腰の痛いのも忘れてホ
ッとしました。コーラルポイントリ
ゾートの６階に統括さんと小山
夫妻、５階に佐藤さんと私、部屋に入ってビックリ！写真で見た事はありまし
たが、あまりの広さと素晴らしさに大感激「女王様」になった様です。今日から
思いきり楽しむぞ！！「で」統括さんに遊びのスケジュールを組んでもらい、毎朝
ミーティングをして出発です。まずオカマショーの後の写真の楽しかった事、大
爆笑でした。クルーズでのディナーや現地の子供や女性の歌と踊り、ボホール
島の小丘群チョコレートヒルに感動、眼鏡猿ターシャの可愛らしい事、また大
蛇にビックリ！今日はマッサージとエステで優雅に癒されセレブになった様な
気分で、夜は大好きなカラオケで最高に。早朝から水着で船に乗り無人島に出
掛け、帰りの海は少し波があり船がゆらゆらと、でも波乱万丈の旅も無事に終
わり楽しかったです。最後になりましたが村松理事様から南国の珍しい果物を
沢山戴き、おいしかったです。御馳走様でした。そしてメイドさん、ガイドさん、
運転手さん、ワールドビッグフォーの皆様本当にお世話になりありがとうござ
いました。

楽しかったセブ又行きます！ ボホール島の小丘群チョコレートヒル
に感動、眼鏡猿ターシャの可愛らしい事、また大蛇にビックリです

初めての母とのセブ旅行！ 別荘付、ガイド付、ドライバー付の豪華な
海外旅行を４泊５日も一緒に満喫することが出来て本当に幸せです

楽しかった波乱万丈のセブの旅！ 島巡りに感激、オカマショーに
大笑い、マッサージとエステでは「女王様」気分を満喫しました

出発日１月２５日（６泊７日）
会員歴２年５ヵ月　上原さん

出発日１月２５日（６泊７日）
会員歴１１年５ヵ月　佐藤さん

出発日１月２９日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　竹内さん
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年中仕事となりつつ半ば義務の
様な、それでいて何処か待焦がれ
るセブの旅。滞在した方なら分か
る、心地良い暖かさと眩しい日
差し、柔らかい海は透明度が高く
熱帯の生物の観察にはもってこ
い、サンゴも様々な形で大小あり
見飽きることがありません。９日
間の内７日は毎朝海で行水です。
日本なら２月は大寒ですから寒稽
古でしょうか？熱帯のセブに寒と
いう言葉があるのか興味深いとこ
ろです。そう、シューマートで毛糸
のボウシを見付けました。誰が買

うのかと思った翌朝、高校生ぐらいの男子がＹシャツにゴム草履で毛糸のボ
ウシ被ってました。たぶんオシャレさんなんでしょう。もう一つ土産売場で雪ダ
ルマのネックレスを見ました。そしたら仲間が買って来て私の知り合いにプレ
ゼントしてました。苦笑いしてました。北国じゃなく南国の物ですよ。4回目とも
なると、昨年まで気が付かなかったものが目に付く様な気がします。子供達の
多さには驚きです。午後９時を過ぎ、明かりも少ない中、沢山の子供がお祭り
の屋台に群がる様にとびまわっています。活気があります。これからのセブが楽
しみです。何も彼もが途上の国、家だってベニヤ板にトタン板を張り付けた様
な、バイクに家族全員で乗っていたり、雨をシャワーにしたり、トイレの水洗も気
が向かないと流れなかったり、紅茶を注文して二杯目を頼むとお湯だけ持って
来て、一度使ったティーバックをちゃぷちゃぷと、これで問題ないと、なんとお
おらかなこと、セブ最高！！

4回目のセブ、昨年まで気が付かなかったものが目に付く
様な気がします！活気が溢れるセブ、これからが楽しみです

昼間は観光、夜は９時過ぎからダンス、感謝感謝
のセブ9日間！身も心も癒しを満喫、ありがとう！！

暮れに帰省した娘から、子供と
行ったセブ島の話を聞き「お母
さんも行こうネ！」と言 わ れて
会員になりました。意気投合し
た友人と８０歳間近の２人は
「善は急げ」とばかり、１月末か
らのセブ 島 旅 行 に娘 にも同 行
してもらいました。厳冬の朝９
時、リムジンバスに乗り成田で
合流した娘と３人は、午後６時
過ぎ小雨のセブ・マクタン空 港
でガイド のラチさん の 出 迎え
を受けました。コーラルポイン
トリゾートでは多勢の少女達が出迎えてくれてビックリしました。美味し
いジュースを頂き、マッサージを頼みました。シーウォーカー、パラセー
リング、射 撃と体 験して、友 人と並んだ 空 中で は「次 にもまたしましょ
う！」と約束して笑いました。お土産にはドライマンゴを買いに行き、発
展途上の街の風景も見ました。セブ島ではエネルギーを感じる街並みを
通って、中国の旧正月バージョンのマルコポーロで夕食を頂きました。出
迎えの時から常に気配りのある安全運転だったドライバーさん、笑顔で
送り迎えしてくれたメイドさん、ありがとうございました。仕事を抱えて同
行してくれた娘にも感激です。来年はもっと余裕を持ってより楽しい旅行
をしたいと思っています。鬼に笑われても・・・。帰国した２月２日は特に
暖かい日で良かったです。ワールドビッグフォーの一層の御発展を御
祈念申し上げます。

セブ島は夢の楽園

憧れのCebu９日間！ 滞在した方なら分かる、心地良い暖か
さと眩しい日差し、柔らかい海は透明度も高い、セブ最高！！

シーウォーカー、パラセーリング、射撃と体験！友人と並ん
だ空中では「次にもまたしましょう！」と約束して笑いました

娘と友人との感激セブ旅行 出発日１月２９日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　雨宮さん 憧れのCebu

アジアのハワイ セブ９日間
長野２月７日雪の中出発、成田１
４時３０分発セブ・マクタン空港
１８時３５分着。冬の寒さから真
夏の南国へと一飛び。出迎えてく
れたガイドのリサさん、ドライバ
ーのベルナルドさんを見て安心。
今日から楽しい旅行の始まり。翌
日早朝より海へ朝日を見ながら海
岸を散歩、昨年に続きコーラルポ
イントリゾートを懐かしく思い出
しバカンスが始まりました。パラ
セーリング、１５０ｍ～２００ｍ
のロープを延ばし鳥人空中の体
感はＧＯＯＤ！！バナナボート、シ
ーカヤックは今回初めて、多少疲
れはしたものの満足。射撃も挑
戦！コルト、マグナム４８爆発音、
衝撃改めて本物のすごさを体感し

ました。夜はスペイン料理を美味しく頂きました。これからが本番ＰＭ９時過
ぎからダンス会場へ、ＡＭ１時タフな遊びっぷり遊び疲れてバタンキュ～。３
日目ＡＭ１０時パンダノン島へ、バンブーボートに船員６人私達９人＋４人、
リッチでゼイタクな気分！白砂のアイランド、遠浅の海、きれいな水、白砂が良く
マッチング！少人数の観光客、新婚さんも思い出作りか自分達用のビデオ撮り、
自分もいにしえを遠目に思い出しました。バーベキュー用の食材等スタッフが
用意、又焼いてもらい海の幸、ビールを飲み皆で堪能！のんびり食べて踊って
至福の時を過ごしました。夕方からネイルサロン、美容院、マッサージ、食事後
ＰＭ９時３０分～ダンス、ドヘラホテルへ！帰宅は忘れる位遊びバタンキュ
～。４日目朝マンゴジュースを頂き闘鶏場に出発、ビップ席を予約、賭けて遊
ぶ試合でした。腹の具合もおちつきのり巻き、おにぎり美味しかった。仲間のヨ
ガの先生に温灸マッサージをしてもらい最高のリラックス、体をほぐしてもらい
軽くなった。身も心も癒しを満喫、遠出はしないがお金持ちの静養感をコーラ
ルポイントリゾート大富豪の別荘で味わう事が出来ました。最後にスタッフの
方々の配慮、任務とは云え文句も云わず、ありがとう！！昼間は観光、夜は９時過
ぎからダンス場へ移動、客の好き勝手に付き合って毎日深夜までご苦労様、感
謝感謝！

仕事を抱えて同行してくれた娘にも感激、スタッフの皆さんありがとう！
来年はもっと余裕を持ってより楽しい旅行をしたいと思っています

２月信州は凍てつく寒さの中、セ
ブの旅に９人で参加させていた
だきました。今回初参加は私を含
めて２人、ちょっと緊張しながらも
成田で合流、いよいよ旅の始まり
です。９日間お世話になるコーラ
ルポイントリゾートに到着、深夜
にもかかわらず、玄関ではかわい
いメイドさんが勢揃いでお迎えし
てくれました。パンフレットの通り
豪華なお部屋の数 「々好きな部屋
を選んで！」と、あちこちのルーム
をのぞいて迷ってしまいました。次の日、ベランダから見た景色に又感動！あち
こち旅をした私でも広い敷地、豪華な調度品、大富豪の別荘とか半信半疑でし
たが納得です。想像以上でした！連日のダンスパーティー帰りが深夜になって
も、いやな顔せずお付き合いしてくれたガイドさん、運転手さんありがとうござ
いました。体調を崩して食欲がない時も、メイドさんの作ってくれたおかゆ、ソ
ーメン、本格的でビックリです。ショウガ、ねぎ、梅干まで添えて。最後の夜のさ
よならパーティーでは、メイドさんの何種類も作ってくれたご馳走感激でした。
大好きなダンスを堪能し、あっという間の夢の日々でした。ひとえにお世話して
くれた朝田さん、会社のきめ細かいサービス、素晴らしい納得の旅でした。コー
ラルポイントリゾートは、まさしく夢の楽園ですね。ありがとうございました。

大好きなダンスを堪能し、あっという間の夢の日々でした！ さよなら
パーティーでは、メイドさんの何種類も作ってくれたご馳走感激でした

マリンスポーツを満喫、射撃にも挑戦！ パンダノン島では白砂で
遠浅の海に感動、のんびり食べて踊って至福の時を過ごしました

素晴らしい納得の旅、コーラルポイントリゾートは、まさしく夢
の楽園ですね！広い敷地、豪華な調度品、想像以上でした

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴１１ヵ月　夏目さん

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴８年２ヵ月　山嵜さん

出発日２月７日（８泊９日）
会員歴３年１ヵ月　中村さん
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昨年、同時期に２度目のセブ旅
行をして病みつきになり、また訪
れてしまいました。前回は娘と二
人きりでしたが、今回は総勢８
名。そのうちの３名が海外旅行は
初めて。しかも、未就学児を２名
含んでいましたし、初対面の方が
数名いましたので、内心不安があ
り、旅行に行く前から、自分のこと
より他の同行者の事で気をもん
でいました。そんな不安も、現地
スタッフの気配り、親切な対応の

おかげで、充実した楽しい旅行になりました。やはり、メイドさんたちは子供
好き。子供たちからも、大変好かれていましたよ。４泊５日のうち、２日間は天
気が芳しくなく、日程の変更を余儀なくされましたが、ショッピング、ギター工
場見学、射撃、エステなどを体験し、最終日前日は快晴でした。パンダノン島の
白い砂、青い海、真っ青な空と白い雲の綺麗なことといったら、感激、感動の連
続。そこで食べた魚介とサンミゲルビールの美味しさも最高でした。今まで訪
れたときとは違う旅行内容で、３度満足してしまいました。何より、参加者全員
が喜んでくれ、健康のまま、大きなトラブルもなく帰宅出来たことで、今回の旅
行を企画した私もホッとしました。現地のスタッフ、東京事務所の方にも感謝
の気持ちでいっぱいです。有難うございました。そして、４回目のセブ旅行の
構想も頭の中にチラチラと・・・

ショッピング、ギター工場見学、射撃、エステなどを体験！４回目の
セブ旅行の構想も頭の中にチラチラと・・・有難うございました

アクティブな体験をさせてもらいました！ 実弾射撃、カワサン滝や
ナルスアン島観光、パパキッズでは童心に返り楽しみました

セブに行きたくて会員に入らせて
頂きました。まだ浅いので理解も
知識もないままチャンス到来！帰
りの飛行機がキャンセル待ちしか
無いので駄目かと思っていたら、
皆様のお陰で８泊９日になり嬉
しい限り！あわててパスポートを
取りやっと間に合いました。成田
は寒い日でしたが、セブ・マクタ
ン空港に着いたら暑い、全員が降
りた９０％の人が観光と聞いてビ
ックリしました。空港ではドライバ
ー、ガイドさんが待っていてくれて
安心、コーラルポイントリゾート
でもメイドさん達に迎えられ感激！あまりの広さに又ビックリ！！テラスも広い
し眺めも最高でした。水平線も良く見え地球が丸い事を再認識、朝食も作って
頂けマンゴのおいしかった事。歓迎パーティーも楽しかった！生バンドで自然
に身体が動きメイドさん達のリズム感の良いのに感心しました。ドライバーと
ガイドさんに行きたい処に車で連れてって頂け、本当に大富豪の気分を味わえ
ました。海に潜って魚に餌やりも出来、パラセーリングも出来ました。カモテス
島への行き帰りにイルカ、飛び魚にも逢え、生まれて初めてのエステでも顔が
白くなり美しくは？ボホール島の街中、チョコレートヒル、ターシャ、大蛇、蝶々、
船上ランチバイキングでのパフォーマンス、感動の体験でした。ＪＷＢホテルの
老人ホームも環境が良く暖かくて生活も楽で私の希望、夢です。あっという間に
９日間が過ぎてしまい、ワールドビッグフォーとお世話して下さった皆様に感謝し
ております。ありがとうございました。７０歳の最高の贈り物でした。

至福の時

大満足！！ ３度目のセブ！パンダノン島の白い砂、青い海、真っ青
な空と白い雲の綺麗なことといったら、感激、感動の連続でした

あっという間に９日間！ボホール島ではチョコレートヒル、ターシャ、
大蛇、蝶々、船上ランチバイキング等、感動の体験でした

７０歳のプレゼント 出発日１１月２０日（８泊９日）
会員歴１年３ヵ月　西條さん 大満足！！ ３度目のセブ

３回目のセブ旅行
主人とは２回目の旅で、始め、あ
まり気乗りしていなかった主人
が、専属のガイド、ドライバーで
自由に何処でも、何時でも移動
できる旅がすっかり気に入った
ようで、５月に続いて出発しまし
た。今回ガイドさんは、私たちが
とても元気だと感じたのか、アク
ティブな体験をさせてもらいま

した。実弾射撃は初めてで、紙の的の顔に全部の弾が当たったのには驚き
ました。カワサン滝で体を打たれ自然を活用した健康法には感動しました。
ナルスアン島では、主人とカヌーで美しい海を堪能しました。パパキッズ
は、ガイドさんも初めてということでした。ハンギングブリッジ・ジップラ
イン・乗馬など童心に返りスリリングな体験でした。最後の夜、メイドのグ
レイスさんからフィリピンダンスを教えてもらい、日本に帰っても踊れるよ
うＤＶＤも撮らせてもらいました。盛り沢山のスケジュールで５泊６日はあ
っという間でした。終わりに、想い出に残る旅を作ってくれたスタッフの皆
さん深くお礼を申し上げます。ありがとうございました。

７０歳の最高の贈り物でした！ 感激の施設に感動の島巡り、
大富豪の気分も存分に満喫、歓迎パーティーも楽しかった

平成２４年４月以来３度目の訪問
となるセブ島、今回のテーマは「ゆ
ったりとした時間を楽しむ」と決め
ました。フィリピン航空ＰＲ４３３
便は何事もなく、定刻にセブ・マク
タン空港に到着。通訳のリサさん
がロビー出口で待っていてくれま
した。運転手はベルナルドさん。好
物のセブ料理を味わい、８時過ぎ
にコーラルポイントリゾートに到
着。６日間お世話になるミッシェル
とトネットの２人のメイドさんが可
愛い笑顔で迎えてくれました。半年振りに介護疲れを癒すのが目的の旅、早速家内
とオイルマッサージ、溜まった疲れをほぐす日々の始まりです。半日街に買い物に
出掛けた以外、残りの時間はコーラルポイントリゾートのプールサイド、家内がセ
レクトしたマクタン島内のスパ巡り、そして毎夜のマッサージに。滞在したスペシ
ャルビラのテラス正面から昇る朝日に刻々と変わる雲の様子を眺め、インフィニ
ティプールのデッキチェアーで日焼けを楽しんでいる時もメイドさんが用意して
くれるマンゴジュースが届けられ、テレビも電話も無い静かな時間を、好きな音
楽を聴きながら過ごしました。滞在中に受けたマッサージは７回、美味しい料理
も手伝って、心身共にリフレッシュすることができました。今回も素晴らしい施
設、環境の中で心のこもったおもてなしにより至福の時を下さったワールドビッ
グフォーの方々に改めて感謝です。ありがとうございました。

今回も素晴らしい施設、環境の中で至福の時！ テレビも電話
も無い静かな時間を、好きな音楽を聴きながら過ごしました

３回目のセブ、想い出に残る旅をありがとう！ 盛り
沢山のスケジュールで5泊6日はあっという間でした

癒しの旅、滞在中に受けたマッサージは７回！ 美味しい
料理も手伝って、心身共にリフレッシュすることができました

出発日１２月７日（５泊６日）
会員歴１年８ヵ月　中村さん

出発日１月９日（４泊５日）
会員歴１０年８ヵ月　大塚さん

　出発日11月24日（5泊6日）
会員歴２年６ヵ月　稲田さん
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今回で３度目のセブでした。まだ
まだ観光スポットはたくさんある
と感じました。３日目に行ったボ
ホール島はとても楽しかったで
す。高速船に乗り島を目指しまし
た。この船内はエアコンがとて
も効いていて、寒いから長袖は必
須だと言われてましたが、想像以
上に寒かったです。船を降り暑い
ボホール島に上陸、車に乗り出発
しました。４歳と３歳の子供達は

どこに行ってもガイドのラチさんやドライバーさんが手を借してくれたり、抱
っこで降ろしてくれたりお世話していただけたので本当に助かりました。パッ
クツアーとの違いを改めて感じた場面です。チョコレートヒルの丸い山を見
て子供達は喜んでました。ランチはロボク川のクルーズバイキング！大満足で
した。その後、めがねザルとニシキヘビの見学、ニシキヘビは食後だったので
首にまけなかったのが残念でした。メイドさん達も子供の面倒を良くみてくれ
るので安心して心から楽しめました。今回は夫の両親と６人の旅でした。最
終日前夜はパーティーを開いていただきました。皆でダンスに参加して今年
一番はしゃいだと思います。主人は腰を痛めてしまいました（汗）皆さんには
本当にお世話になりました。楽しい旅行をありがとうございました。

今回で３度目、夫の両親と６人の旅でした！ メイドさん達も
子供の面倒を良くみてくれるので安心して心から楽しめました

初めてのセブ島、楽しい旅でした！来年はもう少し
日程をとり、レイテ島を訪れたいと思っています

真冬の日本から２度目の常夏
のセブ島へ！１回目の時は、娘
の 結 婚 式 の た め マリンスポー
ツ が 出 来 ず に 、くやし い 思 い
のまま帰って来たのだが、今回
は前回行けなかった所に行け
て満足・満足。パラセ ーリング
の 楽し かっ た こと・・・。俺 た
ちを つ な いで あるロープを切
ってしま い た いぐら い ずっと
飛んでいたかった！！次の日は
ボホール島へ、ターシャは小さくてかわいかったなぁ。この島で１番印
象に残ったのは「田んぼ」。刈り入れの真っ最中で、農家の俺は、どうも
稲刈りが気になって、気になって。「場所が変われば違うもんだなぁ」と
思って眺めていたし、昔を思い出していた。そして、次の日はパンダノ
ン島！海で子供みたいに遊んだら日焼けして、あっちこっち痛くて切な
い思いだった。反省・・・。それから申し訳ない事がひとつ。メイドさん
がせっかく作ってくれた朝食、サラダの人参が食べられず・・・、ゴメン
ナサイ。トータル、すっげー楽しかった！次回は４泊５日では足りない
ので、もっともっと長い旅をしたいと思った。みんな、ありがとう。

４回目のセブ旅行

ボホール島はとても楽しかったです！ ロボク川クルーズに大
満足、子供達はチョコレートヒルの丸い山を見て喜んでました

パラセーリングはずっと飛んでいたかった！！ ボホール島ではターシャは
小さくてかわいかったなぁ。この島で１番印象に残ったのは「田んぼ」

念願の２度目のセブ 出発日２月２６日（４泊５日）
会員歴２年１０ヵ月　野崎さん ボホール島 最高でした

初めてのセブ島
今回妹から誘われ、初めてのセ
ブ島への旅でした。セブ島から
すぐ近くにレイテ島があると知
り、戦死した伯父の供養を兼ね
て参加しました。セブ島に着い
た途端、湿気を含んだ暑さにび
っくり。伯父はここで戦争をして
いたんだと肌で感じることがで
きました。翌日船でカモテス島
へ、青い海の中をまっすぐに進
んでいくと、やがて左手にレイ
テ島が見えてまいりました。この
近海で７万人を超える尊い命が
散った場所、伯父を偲んで手を

合わせました。家から持参したお米を海へ撒いて冥福を祈りました。翌日
ボホール島へ、ゆったりとした船上でのランチ、立ち寄った場所でウクレ
レの演奏、心が躍り夢のパラダイスでした。コーラルポイントリゾートへ帰
るといつもメイドさんが迎えてくださり、ホテルとは違う開放感溢れる空
間に心身共に癒されました。部屋でお願いしたマッサージも最高でした。
ＪＷＢホテルを見学させていただき、今リハビリ中の姉がここで過ごせた
らいいなと思いました。４日目の夜はさよならパーティー、私達のために
一生懸命案内してくださったガイドのラチさんやメイドさんのダンスの上
手なこと、体のしなやかさにびっくりしました。踊るつもりも無い私もつい
踊ってしまいました。楽しい旅でした。来年はもう少し日程をとり、レイテ島
を訪れたいと思っています。帰国後神前に冷たいお水を供え。伯父へ感謝
をしている毎日です。来年また行きますからね！

念願の２度目のセブ、すっげー楽しかった！ パンダノン島の海で子供みた
いに遊んだら日焼けして、あっちこっち痛くて切ない思いだった。反省・・・。

仕 事 で 台 北 、台 南 、ジャカ ル
タ、バ ンド ン、ソウ ル 、天 津 、
上 海 、北 京 、ワシントン、ニュ
ーヨークと色 ん な 所 へ 行 き良
い 思 い 出 し か 残 っ て い ま せ
ん 。そ もそ も 地 元 の ゴ ルフ 大
会 で 優 勝し、セブ 島 に 連 れて
行ってもらいました。ショーを
見 たり、買 物 も 楽し かっ た で
す。そ れ か ら 寒 い 冬 の 時 期 、
１ １月と３月の 年 ２ 回 行く事
にしました。今 回 ９月のゴ ルフ大 会で 一 緒 に回った ２ 人 に「１ １月と
３月は１人で行く」と話しました。２人は即一緒に連れて行ってくれと
頼まれました 。１ １月２ ９日新 潟を出 発し、セブ 島 に 向 か いました 。
３０日にバディアンゴルフリゾートに行き即ゴルフを堪 能 、２日目も
ゴ ルフをし、夜 は 生 バンドを聞 か せてもらいました。翌日は ２人を滝
へ見に連れて行き、翌日コーラルポイントリゾートへ戻り、デパートの
ショッピング、海 辺で の バーベキュー、パーティーと楽しみました。夕
食のバイキングも楽しかったです。ガイドのジュリエットさんに、また
も大変お世話になり安心してのセブ旅行でした。今回は５泊６日旅で
した。３月に１人で行くのが楽しみで一杯です。

夕食のバイキングも楽しかったです！ デパートのショッピ
ング、海辺でのバーベキュー、パーティーと楽しみました

心が躍り夢のパラダイスでした！ カモテス島、ボホール島
観光、マッサージも体験、パーティーでは踊ってしまいました

４回目のセブ旅行！ バディアンゴルフリゾートに行き即ゴルフを
堪能、２日目もゴルフをし、夜は生バンドを聞かせてもらいました

出発日11月29日（5泊6日）
会員歴３年３ヵ月　源川さん

出発日１１月２７日（４泊５日）
会員歴７年３ヵ月　恵利さん

出発日１１月１３日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　矢口さん
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２月６日長野は雪の降る中７名
で成田を出発、障害を持った我
が子に沢山の体験や思い出を作
ってあげたいと思い、友達に誘わ
れた時はすぐに「行きたい！」と
返事した位です。不安と期待が半
分半分でしたが、そんな不安もよ
そにセブ・マクタン空港について
ガイドさんの笑顔で迎い入れて
もらい一安心、フィリピン料理と
ビールで乾杯し、コーラルポイン
トリゾートについて多勢のメイド
さん達に迎えられ娘も大喜び！す
ぐに仲よしになりました。その夜

部屋でオイルマッサージをしてもらい一日の疲れもとれました。毎日おいし
いマンゴジュースと朝食をいただき、白浜パンダノン島ではビーチバレーを
したり、ＢＢＱでビールを飲んだり、ゆっくりとした時間が流れました。エメ
ラルドグリーンの海と心地よい潮風は忘れられません。ボホール島でのロボ
ク川のクルージングや世界遺産のチョコレートヒル、世界最小の眼鏡猿を見
たり、エステや足つぼマッサージなど貴重な体験を沢山しました。最後の夜
のパーティーでは生バンドやメイドさん達のダンス、そこに混ざって我が娘
はＡＫＢ４８のダンスをメイドさんバックにセンターで踊り大満足！娘の生
き生きした姿を見て一緒に行った仲間も涙を流しながら見入ってました。日
本では考えられない光景です。その夜「今度いつ来る？」と一言、またいつか
来れる事を夢見てセブをあとにしました。ガイドさん、運転手さん、メイドさ
んのおかげです。本当にありがとうございました。

大満足の娘は「今度いつ来る？」と一言！またいつ
か来れる事を夢見て、ボホール島観光も最高でした

大好きなリイゼルと写真が撮れて、とってもうれしいヨ！ 島に行き
ビーチバレーやバーベキュー、海やプールで泳いだり楽しかったです

１２月１日１６人で寒い日本を
抜け出し着いたセブのマクタン国
際空港。さあ明日からセブの何処
へ行こう！出迎えてくれたスタッフ
の車に乗り夕食会場のフィリピン
料理に舌鼓。セブに着き２日目は
ゴルフ組とカワサン滝組にわかれ
我々はカワサン滝へ。ワールドビ
ッグフォーのバディアンゴルフリ
ゾートで濡れてもいいように着替
え目的地へ。車を降りて歩くこと
１５分滝が見えてきました。竹の
丸太を編んだ筏に７人乗りさあ
滝つぼへ、体に当たる滝の水の水圧に皆爆笑の連発。２度３度滝に当たると
体全体が和らぎ、まるでマッサージのようだ。コーラルポイントリゾートへの帰
り道の車中は大騒ぎと大笑いの連続。３日目はカモテス島へと予定をしたが、
台風により船が出ずセブ島内の施設でロープによる滑車滑りで空中散歩と楽
しむ。４日目、５日目は台風のためコーラルポイントリゾートに滞在、体を休める
良い機会と思いつつ、それでもマッサージへ、射撃場へ、ショッピングセンター
へとそれぞれ思い思いに繰り出す。ショッピングセンターはクリスマスの大売
出し中！孫へのお土産もできた。昼は皆で日本料理店へ。残った巻き寿しをジ
ャンケンをし、旨そうに食べるジャンケンの勝者にヤジの連発。５日目の夜
はいよいよお別れパーティー、豚の丸焼きにはビックリ！歌に踊りにと大騒ぎ、心
ゆくまで楽しみセブの夜の時間が経過した。このような機会を作ってくれたワ
ールドビッグフォーに感謝すると共に益々の発展を祈念いたします。

避寒・万歳！！

サイコーに気持ちいいなぁ～、いい笑顔でしょ、みんな！
エメラルドグリーンの海と潮風、とっても心地良かった

総勢１６人５泊６日のセブ旅行！ 毎日が大笑いの連続、
豚の丸焼きにはビックリ！心ゆくまで楽しむことができました

楽しかったセブ旅行 出発日１２月１日（５泊６日）
会員歴２年４ヵ月　松島さん 最高のセブの旅

たのしかったセブ島
お母さんとお母さんのお友達と
セブに行きました。ひこうきに
のる前は、きんちょうしました。
セブ島ってどんな所なんだろう
と行く前からとっても楽しみに
していました。空港についてシ
ャローンさんに会ってすぐお友
達になりました。フィリピン料理
を はじめて食 べ た けどお いし

かったです。コーラルポイントリゾートについてからたくさんのメイドさ
んがいて言葉はわからないけどすぐ仲よくなりました。船にのって島に行
きビーチバレーやバーベキューをしたり海に入って泳いだりで楽しかっ
たです。私はホテルのプールで泳ぐのを楽しみにしていたので２回もプー
ルで泳いだりビーチボールで遊んだりすご～く楽しかったです。足つぼマッ
サージもとても気持ちよかったです。一番楽しかったことは夜のパーテ
ィーでメイドさんたちと歌ったりダンスをしたりした事です。メイドさん達
みんな大好きです。またいつかお母さんとセブ島へ来たいです。

楽しかったセブ旅行、ロープによる滑車滑りで空中散歩！
マッサージや射撃、ショッピングでは孫のお土産もできました

妻に聞かれた、“セブにきて、何か
したい事はないの？”私にとって寒
い日本を離れてあったかい所にき
ている、それだけで最高のぜいた
く。何て安あがりにできているのだ
ろう。思えば日本に居る時は馬車
馬のごとく妻にこき使われ（？）休
日なんてないのも同然。だからこう
してゆっくりビールのんでいられ
ればそれだけでいい。1年分の働く
気がわくのです。今回は４度目（３
年で４回、日数にして合計４４日、
ちょっとリラックスしすぎかも…）とあって、本当にみたい、したいこと別になく、ガ
イドさん、ドライバーさん、メイドさん達とのふれ合いが楽しみのひとつ、一気に娘
が４人（アイリーン）息子とのレンタル家族がことの他楽しかった。言葉がわかる
ともっといいのだがー。シヌログカーニバルも楽しめた。そして荒海の中をカモテ
ス島への一泊の小旅行。なにもないというが、この素朴さが妙になつかしい。ノ
スタルジアにかられることうけ合いです。きれいな砂浜もあり、帰りはここ、ホワイ
トビーチより１時間半でリゾートへ。日本に帰ったら、元気でバリバリ頑張るから、
また連れて（？）きてやるよ。ハニー、楽しみにな。異国での相撲観戦も堪能。そし
ていつもは自分で丸刈りしているが、シューマート内のサロン・デ・ローズで１５
０ペソでさっぱりと。ちょっぴりリッチな気分を味わう。またオジャマさせて頂きま
す。待っててね。

カモテス島への一泊の小旅行、シヌログカーニバルも
楽しめました！またオジャマさせて頂きます。待っててね！

メイドさんバックにセンターで踊れて大満足でした！ メイドさん達
みんな大好きです。またいつかお母さんとセブ島へ来たいです

今回１３回目のセブ、ワインパーティー！ 日本に帰ったら、元気でバリ
バリ頑張るから、また連れて（？）きてやるよ。ハニー、楽しみにな。

出発日１月１９日（１0泊１1日）
会員歴４年３ヵ月　甲田さん

出発日２月６日（４泊５日）
会員歴９年５ヵ月　土屋さん

出発日２月６日（４泊５日）
会員歴９年５ヵ月　土屋さん


