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＜編集後記＞
１年に何度でもワールドビッグフォー究極のリゾートへ！来年３月までの成田～セブ間（直行便）航空料金をご案内
させて頂きます。１年を通して温暖な気候に包まれるセブは常夏の島、いつでも気軽に快適なご旅行を楽しむ
事が出来ます。ピークシーズンを除けば、国内旅行よりも安価で南国気分を思う存分に満喫！是非皆様もセブ最
高の環境をご堪能下さい。尚、詳細等ご不明な点がございましたら、当社旅行担当までお気軽にお問い合わ
せ下さい。            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   編集担当　伊藤博之

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～

①上記料金は平成25年9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１０月１４日、１１月４日、１２月２３日、１月４日・５日・１３日、２月１１日、３月２３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。

￥５,１５０円
￥６,１００円
￥８,６００円
￥１０,２００円
￥８,６００円
￥５,１５０円
￥６,１００円

￥５０,６２０円
￥５８,１２０円
￥７８,１２０円
￥９０,１２０円
￥７８,１２０円
￥５０,６２０円
￥５８,１２０円

１０／０１～１２／０５
１２／０６～１２／１８
１２／１９～１２／２５
１２／２６～０１／０１
０１／０２
０１／０３～０１／３０
０１／３１～０３／３１

￥６１,６４０円
￥７１,１４０円
￥９６,１４０円
￥１１２,１４０円
￥９６,１４０円
￥６１,６４０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）

澄み渡る大自然が奏でるカモテスリゾートは珊瑚礁の島！

ごあいさつ
人生観が変わる、幸福を導く、セブは魅力溢れる南国の島。

国内旅行感覚で楽しめる絶好の環境は、日本から４時間程、時差も１時間と

心身にも優しく、海沿いに面したリゾート施設は、皆様を安らぎの世界へと誘います。

マリンスポーツは勿論、島巡りやゴルフ、市内観光等、皆様のライフスタイルに合わせた

　笑顔が絶えない、素晴らしい体験の数々を思う存分にご満喫頂けます。テラスから大海原を臨み

　心地良い海風を浴びながら、ゆっくりと流れる時間を過ごす事も、至福の笑顔となるでしょう。

　ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、家族や仲間との最高の思い出づくり

　掛け替えのない健康づくりにも最適な、元気溢れるリゾートライフをお届け致します。

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。　

皆様の益々の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

会     報
平成25年10月号
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主人とお仲間１０名での旅でし
た。毎朝のマンゴやパイナップ
ル 、バナナ、そしてジュースに
舌 鼓 を 打ち、朝 夕 の 海 水プ ー
ル が 楽しみ の 一 つ で す。真 水
で は 泳 げ な い の で す が 、コ ー
ラルポイントリゾートの海水プ
ールだから泳げるのです。１年
に１回の私の楽しみです。朝５

時にカーテンを開けると、日が昇る直前の空の色がとっても綺麗です。８
日間毎日見ていました。日本では体験できないオイルマッサージ、バデ
ィアンゴルフリゾートだけでなく、コーラルポイントリゾートでも体験
できました。セブの海は波もなく、美しさは想像を超えます。日本で忙し
く生活をしている私にとって、１年に１回の自分へのご褒美と思ってい
ます。いつも私達のお世話をして下さる佐藤様御夫妻、細部まで面倒を
見て下さる娘さんの月岡様、そしてワールドビッグフォーのスタッフの
皆さん有難うございました。又機会がありましたらお願い致します。

１年に１回の自分へのご褒美と思っています！ 日本では体験できな
いオイルマッサージ、セブの海は波もなく、美しさは想像を超えます

マイナスイオンをいっぱい浴び、フルーツも最高！ 施設巡りや
市内観光等、おかげ様で身も心も充分若返った気が致します

三月下旬、雪の残る肌寒い信州
から、娘 の 春 休 み に 合 わ せ 家
族、両親、友人と６人でセブ島
へ ４ 泊 ５日の日程で 行ってき
た。５時間のフライト後、いざ
セブ・マクタン空港へ到着。入
国審査後外へ出ると蒸し暑く、
常夏の島へ到着したことを少し
ずつ実感できてきた。少し時間
も遅いし、遅めの昼食を摂った
事 もあり夕 飯 は 軽く地 元スー
パーで済ませようとの事で買い
物へ。カラフルなフルーツ、人
の多さ、食料品の安さにびっく
りし、初日はあっけなく終わって
しまった。２日目は１人でスキューバダイビングへと向かった。フィリピン
では殿様ダイビング（器材のセッティングなど準備もガイドにお任せし、
自分は潜るだけ）なので大変ありがたい。多少のブランクもあったので、少
し心配はしていたが体が覚えているもので、思い出せばストレスなく思い
のままに海中を泳ぐ事ができた。ダイビングスポットが多々あるセブにお
いても、まだ新しく出来たポイントは透明度も良く、南国の魚が泳いでい
て、まるで水族館にでもいるような気分で最高だった。３日目はパンダノン
島へアイランドホッピング。帰島後はプール三昧。４日目はボホール島へ
行き、チョコレートヒルにロボク川でのランチクルーズ、その他色々。４泊
５日のセブ島旅行では、まだまだやりたい事が沢山ありすぎて時間が足
りないくらいだった。ガイドのシャローンさん、メイドさん、ドライバーさ
んには良くしてもらった。今度はいつ行こうか、すでに悩んでいる ( ^ _ ^ )

心安らぐセブへ

３回目のセブ、主人とお仲間１０名での旅でした！ 朝夕の海水
プールが楽しみの一つ、８日間毎日見ていた朝日は感動です

今度はいつ行こうか、すでに悩んでいる！ ４泊５日のセブ島旅行では、
まだまだやりたい事が沢山ありすぎて時間が足りないくらいだった

常夏の島へ 出発日３月２７日（４泊５日）
会員歴１１年９ヵ月　阿藤さん ３回目のセブ８泊９日の旅

初めてのセブ旅行
「８泊９日の旅とは長いな～」
と思っていましたが、７回目の
佐 藤 様 御 夫 妻 の おっしゃると
おり “ あっ ”と言う間でした。総
勢 １ ０ 人 のうち初 参 加 は ２ 人
いたので、ワー ルドビッグフォ
ー の 施 設 を 全部見学させてい
ただきました。会員の皆様にお
聞きしたり、会報でおよそのイメ
ージはしていたつもりでしたが
「“百聞は一見に如かず”とは、ま
さにこの事なんだな～！」と思い
ました。コーラルポイントリゾート

は、赤と白のブーゲンビリア、２０ｍもあろうかと思われるヤシ、扇子の
様なバナナ、大きなシュロの木等、手入れの行き届いた庭園で、マイナス
イオンをいっぱい浴びる事が出来ました。滞在中はラプラプ／マゼラン
記念碑、ＪＷＢホテル、カワサン滝、道教寺院、カモテス島のリゾートハウ
ス、そして洞窟、サンペドロ要塞などの見学、そして又パラセーリングでの
空中散歩、カラオケバー、マッサージなど初体験をいっぱいしました。食
事の度に出されるマンゴジュース、カボスジュース、果物も完熟バナナ、
ランブータン、マンゴ、その他どれも甘味と酸味のバランスが良く、とて
もおいしかった。ガイドさん、ドライバーさん、メイドさん達の優しいお
心遣いにすっかり甘えてしまいました。おかげ様で身も心も充分若返っ
た気が致します。又いつか訪れる事をスタッフの皆さんと約束して帰路
につきました。

パンダノン島、ボホール島も堪能！ スキューバダイビングでは
透明度も良く、まるで水族館にでもいるような気分で最高だった

長い冬をやっと乗り越え、４月
２日南国の島セブに向けて出
発。セブの空港でガイドのリサ
さんが「お母さん元気だった？お
帰りなさい！」なんて言われて、と
ても幸せでした。コーラルポイン
トリゾートでは自分の家に帰っ
たような、可愛いメイドさんた
ちに 作って頂 い た マ ン ゴ ジュ
ースで喉を潤して、自分の部屋
にもどって荷物をほどいてゆっく
りと休みました。８泊９日で出かけました。あっちに行ったり、こっちに行っ
たり、見慣れた景色がとても心地良く思えました。７回目ともなると、ゆっ
くりと楽しむことも少しずつ覚えて、マッサージでリラックスしたり、１０
人で賑やかに朝食を頂いて、ゆったりと流れる時間を楽しみました。車酔
いする私ですが、なぜかセブに居る時は「大丈夫」なのです。不思議です
ね。９日の夜、パーティーをして頂き、賑やかに過ごしました。１０日朝、又
来年を楽しみに、スタッフの皆さんに「行って来ます！」とセブを後にしま
した。ワールドビッグフォー様のおかげで、楽しい日々を過ごせました。
ほんとうに有難うございました。来年又出かけられるよう、元気に過ごし
てまいります。

７回目のセブ、来年又帰って来ます！ マッサージでリラックスしたり、
１０人で賑やかに朝食を頂いて、ゆったりと流れる時間を楽しみました

初めてのセブ旅行、８泊９日は“あっ”と言う間でした！ 「“百聞は
一見に如かず”とは、まさにこの事なんだな～！」と思いました

心安らぐセブへ８泊９日の旅！ あっちに行ったり、こっち
に行ったり、賑やかに心地良く楽しい日々を過ごせました

出発日４月２日（８泊９日）
会員歴７年　佐藤さん

出発日４月２日（８泊９日）
会員歴４年７ヵ月　小松さん

出発日４月２日（８泊９日）
会員歴４年９ヵ月　田村さん
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４月１６日から１０日間、初め
てのセブ島旅行に参加させて
いただきました。先輩の４０何
回か訪れているという小山さん
の案内で、とても楽しい一時を
過ごさせていただき感謝してお
ります。噂には聞いておりました
が「コーラルポイントリゾート」
世界の大富豪の別荘での生活
は、メイドさん２人付きで朝食、
洗濯、お掃除と全部やっていた
だき、生まれて初めてこんな優
雅な生活をさせていただきまし
た。島 巡り、ショッピ ング、エ
ステ、社交ダンスとガイドのラチ

さんに通訳をしていただき、何不自由なく安心して過ごし、朝早くから夜
遅くまで嫌な顔ひとつしないで一生懸命通訳をしてくれました。行方会
長様の教育のすばらしさに感心いたしました。マンゴジュースのおいし
かった事、忘れられません。バンド付きのすばらしいパーティーで盛り上
がらせていただき、スタッフの皆様のダンスのうまさに感心してしまいま
した。自分一人ではとても出来なかった旅行ですけど、小山さんの案内で
スカイアドベンチャー、ジンベイザメの餌あげに連れて行っていただき、
もう二度とは出来ない体験をさせていただきました。最終日の前日は海
水プールでメイドさん、スタッフの皆様に付き添っていただき、大きなプ
ールで一人優雅に泳いできました。海の透き通ったような青さ、又セブ
の皆様の目の輝き、日本には無い素敵な一面を見させていただいたよ
うな気がします。プレゼント券をいただき、こんな楽しい旅をさせてい
ただき、スタッフの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

「コーラルポイントリゾート」世界の大富豪の別荘で優雅な生活！
何不自由なく安心して楽しく過ごせました。ありがとうございました

心も頭もリフレッシュ！ 念願のボホール島では幻想的な景観の「チョ
コレートヒル」と世界最小の眼鏡猿「ターシャ」が見れて幸せでした

早朝家を出た時は肌寒く、成田
空港から４時間余り、セブ・マク
タン空港に着陸。ムアーとした
常夏の熱気を肌に感じ、９日間
の初めての セブ の 旅 が 始まり
ました 。迎えの車窓から見るバ
ナナ、パイナップル、マンゴ の
木々を目の当たりに「南国へ来
たんだなぁ～」と、キョロキョロ
しているうちに、コーラルポイ
ントリゾートに到着。メイドさん
達の明るい出迎えを受け、又、
話題のマンゴジュースをいただ
き、１人１室の豪華な寝室も使
わせていただき夢の様でした。
部屋から見る景色もすばらしく、海がすぐ下に、プールが複数、今真っ盛り
に咲いているブーゲンビリアの白、赤、ピンクの花の木がたくさんで、思わ
ず美しさに見惚れてしまいました。翌朝何年ぶりかの水着になり、敷地内
にある海水プールに浸かり日頃の生活から解放された一時でした。１０人
のメンバーで私を含む初参加２人の為に、毎日色々な所を見学したり外食
に連れて行っていただきました。カワサン滝ではイカダに乗り滝に打たれ
たり、マリンスポーツのパラセーリングを体験し、絶対ダメだと思ってい
たが、思いの他快適で１５分間の空中飛行を楽しめました。カモテス島ま
での２時間余りの船では海を満喫、ジープに乗り島中ドライブ、島の人達
の生活を垣間見る事ができました。バディアンゴルフリゾートでの夜のパ
ーティーの楽しかった事、たくさんの思い出を作る事ができ、すべておま
かせの、あっという間の９日間でした。同行していただいた、佐藤さん、月
岡さん、皆さん、本当にありがとうございました。

セブは里帰りのようなもの

初めてのセブ島旅行、とても楽しい一時を過ごさせていただき感謝！
島巡り、ショッピング、エステ、社交ダンス等、最高の体験でした

景色もすばらしく、南国の花々にも感動！ カワサン滝では滝に打たれた
り、パラセーリングも体験、毎日色々な所に連れて行っていただきました

初めてのセブ 出発日４月２日（８泊９日）
会員歴１年１ヵ月　川村さん セブに魅せられて

心も頭もリフレッシュ
初めてセブ島へ旅をしてから８
年が過ぎました。その時にセブ・
マクタン空港内で働かれておら
れます数人の方の悪い印象が
頭の中から消えず、今回の旅も
気 が 進 み ませ んでした が？今
回、私の目から見た空港内は、
前回の印象は全くなくなり、とて
も良い雰囲気に変わっていまし
た。朝、５時頃など起きたことな
どない、海のない所に住んでい
る私が、毎朝、日の出を眺める
為に起き、果てしなく続いてい
る珊瑚礁の海、咲き誇るブーゲ

ンビリアを前に眺めながら、ゆったりした気分で朝日を拝み、コーヒーを
飲み、優雅な日々でした。夜は夜で海に映る月の幻想的な美しさに目を奪
われ、たいへん感激してしまいました。「今までに見たことのない色合い
でした」また、大好きなマンゴのなっている木を初めて見て、ものすごく高
い大きな木にビックリ！更に一つ一つに袋が被せてあり、どのようにして袋
かけ作業をするのか疑問に思いました。走っている車内より、マンゴの山
積み写真を通訳のリサさんに撮っていただき大満足です。今回は念願の
ボホール島で、幻想的な景観の「チョコレートヒル」と世界最小の眼鏡猿
「ターシャ」が見れて幸せでした。想像以上に小さく可愛らしくてビックリ
です。更に従業員の方々の至れり尽くせりのサービスのお陰で、とても有
意義な日々を過ごすことができ大満足です。機会がありましたら、ぜひ再
度伺いたいと思います。本当にありがとうございました。

初めてのセブで日頃の生活から解放、夢の様でした！ たくさんの思
い出を作る事ができ、すべておまかせの、あっという間の９日間でした

４月１６日からセブへ５人の会
員様を御案内、１０日間の旅で
した。パンダノン島で泳ぎ、ナル
スアンで遊び、１９日には皆様
に 私 の バ ースデ ーをお 祝 いし
て頂きました。ケーキに花束ま
で頂き、７６歳のバースデーを
こんな形で皆様に祝って頂いた
事は有りませんでしたので、嬉
しくて嬉しくて皆様に感謝です。
今回の仲間も、何処に案内しても喜んで頂き感謝感激！ガイド、ドライバ
ーさん有難う御座いました。ＪＷＢホテルでも私のバースデーを祝って頂
き、スタッフの管さんから美味しい素敵なスイーツのプレゼント！会員様
全員で美味しく頂きました。とても素敵なバースデーになりました。管さ
ん本当に有難う御座いました。又クラウンレジェンシーホテル＆タワーズ
と言うホテルの３８階にある娯楽施設スカイアドベンチャーでスリルを
楽しみました。皆その話でもちきり、まぁ賑やかな旅でした。又管さんが
勧めてくれた夜景を見ながらの水上レストランも印象に残りました。管さ
ん、スタッフの皆様本当に有難う御座いました。

１０日間、まぁ賑やかな旅でした！ パンダノン島で泳ぎ、ナル
スアンで遊び、スカイアドベンチャーでスリルも楽しみました

とても有意義な日々を過ごすことができ大満足！ 珊瑚礁の海、咲き
誇るブーゲンビリア、日の出、夕日の美しさにはたいへん感動しました

突然のバースデーのお祝いに大興奮、皆様に感謝です！ ケーキに
花束、スイーツまで頂き、とても素敵な７６歳のバースデーになりました

出発日４月１６日（９泊１０日）
会員歴１８年３ヵ月　小山さん

出発日４月１６日（９泊１０日）
会員歴４年２ヵ月　笠井さん

出発日４月１８日（８泊９日）
会員歴８年７ヵ月　田中さん
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５泊６日の３人での出発、いつ
も通りの到着。「蓜島さ～ん！」と
呼ばれ、シャローンの聞き覚えの
ある声に思わず「ただいま～！」
と、直ぐにコーラルポイントリゾ
ートＡ棟４階へ。空港から１時間
以内でお部屋へ入れ、少人数の小
回りの良さを感じた。グループの
御夫妻は昨日着いて、明日からバ
ディアンゴルフリゾートでゴル
フ、早朝出発と聞き、お会い出来
ず。次の日は市街へ、一年振りの
セブは活気づき、車の往来が増
え、店内も品類の多いのにビック
リ！友人の目的のウクレレを求め
工場へ行き、素晴らしい品物を手
に入れる事が出来、満足していま
した。もう１ヵ所、刑務所は高台
にあり、外から見学して写真だ

け撮ることが出来ました。３日目、朝からバンカーボートで一年振りのカモ
テス島へ、リゾート施設の屋根も綺麗に葺き替えられ、外回りもスッキリ整地
され、お花が咲き乱れ、３人のために多数のスタッフがお世話して頂き、夕
食の買物に市場に行き、ここも大きく綺麗に変わっていました。帰りにLAKE  
DANAO公園に寄り皆で撮影会。コーラルポイントリゾートの別荘に戻り、夕
暮れのプールでは、はしゃいだり、３部合唱したりで、さっぱりして夕食とな
り、野菜の盛り沢山のスープと炒め物をたっぷり美味しく頂きました。途中で
３０分程停電になり、ローソクの光の中でドライバーのベルナルドがおどけ
てみせたりで良い思い出となりました。次の日も晴天、散歩してお腹がすく頃
に用意された朝食のおいしい事！今日は選挙で早めに戻りコーラルポイント
リゾートでゆっくり３人で甘いスイカとブドウなどの昼食を済ませ、のんびり
出来ました。夕食は迎えが来て近くのLATEGORAイタリアンレストランへ出
掛け、大満足の味でした。最終日は、ウォーターフロントホテル＆カジノへ、
面白さの醍醐味を３時間程味わってきました。マルコポーロホテルでやっと
グループの御夫妻と合流、お食事を御一緒することが出来、おしゃべりの花
盛りとなりました。皆様、大変お世話になりました。

５泊６日のセブ、良い思い出になりました！ プールではしゃい
だり、美味しい食事を楽しんだり、ゆっくり大満足の旅でした

今回は念願だったカモテス島、レイテ島に行きました！ 華やかな
色彩の花々が咲き乱れており、海の青さとすばらしい景観でした

新婚旅行以来、３２年ぶりの海
外旅行と言う事で、ウキウキ気
分で夜のセブ・マクタン空港に
降りると、ガイドのシャローンさ
んと運転手のナルドさんが出迎
えてくれました。コーラルポイ
ントリゾートに着くと、メイドさ
んもマンゴジュースを用意して
くれていました。部屋は、なんと
５６畳のリッチな寝室でした。
事前に先輩方に聞いていたの
で、やりたい事、見学したい所
をシャローンさんに伝えて予定
を組んで頂きました。２日目の
朝はすがすがしい晴天の中、シーウォーカーで魚と戯れ、射撃では主人の
プロ級の腕前にビックリ！そして４月２７日は、カダウガン・サ・マクタン
のお祭りと言う事で町は賑わい、ジプニーと言う相乗りタクシーやトライ
シクルと言う座席付き三輪車を見れたのも嬉しかったです。３日目は朝早
くにボホール島に出発し、教会見学、ロボク川クルーズランチは最高でし
た。チョコレートヒル見学、世界一小さい猿のターシャにも会えました。４
日目はプライベートビーチより船でパンダノン島へ！透き通る海で泳いだ
り、ビーチではバーベキューでもてなしてもらいました。最高にHA P P Y
な気分にさせてもらいました。それから私の大好きな民芸品探しにも付
き合ってくださり、お気に入りのグッズも手に入れました。夕食は希望を
聞いてくれてイタリアンレストランでご馳走していただきました。楽しくめ
くる日々をありがとうございました。「タグハングサラマット（たくさんあり
がとう）♡」

自然が御馳走でした！

７度目も楽しんできました、一年振りのカモテス島へ！ リゾート施設
もスッキリ整地され、お花が咲き乱れ、綺麗に変わっていました

パンダノン島では海で泳いだりバーベキューを満喫！ ボホール島のロボク
川クルーズランチは最高、チョコレートヒル見学、ターシャにも会えました

フルムーンはセブから 出発日４月２６日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　荒木さん ７度目も楽しんできました

２回目のセブの旅
今回は２回目のセブに会員９
人で出発しました。セブ・マクタ
ン 空 港 に 到 着「リサ お 久し ぶ
り！」夕食は全員でカンパイ！コ
ーラルポイントリゾートでは「た
だいま！」と、家に帰って来た気
分でウェルカムドリンクを頂い
て大満足。今回は念願だったカ
モテス島、レイテ島に行きまし
た。バンカーボートに乗りイル
カを見たり、タイタニックの写真

撮影会が始まり男１人で「ああ・・・忙しい！」カモテス島では美人８人の水
着に囲まれ、又夕日がとてもきれいでした。夕暮れに停電になりローソク
２本での食事が体験でき、薄暗い中での８人は、さらに美人に見え、楽し
い時間が過ごせました。島巡りでは、前回とは違い、今回は華やかな色彩
の花々が咲き乱れており、海の青さとすばらしい景観でした。観光では、
途中いくつもの町や村の暮らしを目にして、そこに住む活気ある人の姿に
感動！フィリピンの明るい未来が確認できる思いがしました。今回もワー
ルドビッグフォー様の日本・セブのスタッフさん達が細かいところまで面
倒を見て下さり、楽しい旅になりました。滞在中は大変お世話になりまし
た。皆さんに、またまた感謝です。又行きます。

新婚旅行以来、３２年ぶりの海外旅行、最高にHAPPYな気分！ シー
ウォーカーで魚と戯れ、射撃では主人のプロ級の腕前にビックリ！です

家内に無理矢理成田へ連行さ
れ、初めてセブ島へ行って参りま
した。青い空、そこに浮くさまざま
な形の雲、透 き通った 海 、熱 帯
植 物 の 緑、そのコントラストに
心が都会の騒々しさとストレス
から解放され、静かにいつまで
も眺めていました。この風景だけ
でセブへ来てよかった。連行など
いう言葉は撤回しました。２日目
は市内観光（マゼランがフィリ
ピンで 死ん だ の は 知ってい た
が、セブ島だったのか）３日目はゴルフへ、日本での後のプレイヤーに追
い立てられながらのプレーではなく、のんびりと楽しくすることができま
した。４日目は何もスケジュールを入れず空と海と木々を眺めながら、テ
ラスで１日ゆっくり読書しました。５日目はカモテスへ、舳先から見える青
い海と右岸に見える島の緑を楽しみながら舟は揺れることなく島へ着き
ました。緑色の透き通った海と島内の洞窟（鍾乳洞）の中にある湖の水がま
た一段と綺麗でした。６日目はシーウォーク、シーカヤックをしました。不安
と期待、小さな可愛い魚に囲まれ楽しく遊んできました。是非もう一度行
きたいと思います。何もしなくていい、唯、自然を眺めながら本を読み、ゆ
っくりと命の洗濯をしたいと思っています。

是非もう一度行きたいと思います！ 何もしなくていい、唯、自然を
眺めながら本を読み、ゆっくりと命の洗濯をしたいと思っています。

２回目のセブも大満足、９人での楽しい旅になりました！ コーラルポ
イントリゾートでは「ただいま！」と、家に帰って来た気分、又行きます

初めてのセブ島、自然が御馳走でした！ 市内観光やゴルフ、
カモテス島では鍾乳洞を観光、マリンスポーツも楽しみました

出発日５月９日（６泊７日）
会員歴２年１ヵ月　山本さん

出発日５月１０日（５泊６日）
会員歴７年９ヵ月　蓜島さん

出発日５月１９日（５泊６日）
会員歴３年５ヵ月　笹沢さん
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昨年に続き２度目のセブに行く
事が出来ました。セブは、５月
の後半頃から雨期に入るとガイ
ドブックで見て心配していまし
たが、幸いにも天候に恵まれ、
楽しい日々を過ごす事が出来ま
した。３月～５月までが夏休み
で、今が一番暑い時期だそうで

す。沿道には、大勢の子供達が戯れ、活気に溢れていました。ガイドさん
の計らいで、数多くの公園、旧跡を案内して頂き、改めて珍しい体験が出
来ました。予てより念願だったカモテスリゾートに１泊しました。途中、遠
くでイルカ！のジャンプが見られラッキーでした。どこまでも青い空、透き
通った海、風にそよぐ椰子の木陰で佇み、一瞬時が止まってしまったかの
様な錯覚に陥り、心身共に癒され大満足でした。スタッフの皆様のお陰で、
究極の時間を過ごす事が出来感謝しております。ありがとうございまし
た。

２度目のセブ、楽しい日々を過ごす事が出来ました！ 数多くの公園、
旧跡を観光、カモテスリゾートで１泊、イルカ！も見られラッキーでした

ハラハラドキドキのシーウォーカー！ 目の前で戯れる熱帯
魚が、自分の手から餌を食べるのを体験し感激しました

３度目のセブ旅行、今回は１０
人のグループで出発しました。
初めて顔を合わせた方、前の旅
行で 一 緒 だった 方もいました
が、皆さんと和気あいあい楽し
い旅行ができました。コーラル
ポイントリゾートに着いて、さっ
そくオイルマッサージで旅の疲
れをとり、広いベッドで優雅な
気分でゆっくり休みました。次の
日はパラセーリングに挑戦し、
空からの素晴らしい眺めに感動
しました。３日目はボホール島
へ行き、ロボク川の船上バイキ
ング、バンドの生演奏を聞きながら、素晴らしい景色を眺め船旅を楽しみ
ました。それから船でセブ島に戻り車で３時間、バディアンゴルフリゾー
トに初めて泊まりました。コーラルポイントリゾートとは又違った雰囲気
を楽しむ事ができました。４日目はカワサン滝でイカダに乗り滝に打た
れました。水圧がすごくて目をあけていられませんでしたが、うつぶせに
なって滝に打たれると、マッサージを受けているようでとても気持ちよか
ったです。５日目はコーラルポイントリゾートから船で４０分、パンダノン
島でバーベキュー！とても美味しかったです。５月１７日から２２日の６日
間はあっという間に過ぎてしまいましたが、美味しい料理、マッサージ、マ
リンスポーツと盛りだくさんの経験をさせていただきました。お世話にな
ったガイドさん、ドライバーさん、メイドさん、本当にありがとうございま
した。又機会があったらセブ島に行きたいです。

リフレッシュの旅セブ

心身共に癒され大満足の旅！ スタッフの皆様のお陰で、究極の
時間を過ごす事が出来感謝しております。ありがとうございました

３度目のセブ旅行、パラセーリングにも挑戦！ 美味しい料理、マッ
サージ、マリンスポーツと盛りだくさんの経験をさせていただきました

３度目のセブ旅行 出発日５月１７日（５泊６日）
会員歴６年１１ヵ月　永田さん 心身共に癒され大満足の旅

最高の思い出セブ旅行
妹からセブ旅行の話を聞き、是
非行ってみたいと思っていまし
た。実現も早く妹達と姪の４人
で成田空港を出発して約４時間
後セブ空港に到着、ガイドさん
が出迎えてくれました。翌朝町
に出て、思っていた以上に人が
多く、特に子供達が多いのには
ビックリしました。道路際には
牛、山羊、犬、ニワトリがいて、近
くを車が通っても逃げる事もせ

ず、人と動物が融合し、ゆったりとした時間を過ごしていました。私は船が
嫌いで、特に左右に揺れるのが苦手なのでカモテスに行くのが不安でし
た。船の人やメイドさん達の配慮で船の中央を陣取り、バスタオルを顔か
ら被り横になった状態で周りを見る余裕はありませんでした。又泳げない
ので海に潜るなど考えてもいませんでした。でも、目の前で戯れる熱帯魚
が、自分の手から餌を食べるのを体験し感激しました。ハラハラドキドキ
の毎日でしたが、綺麗な海、美しい南国の風景で心も癒され楽しい時間を
過ごす事が出来ました。又動物、景色、自分達の写真を何枚も写して頂き
ました。ドライバーさん、ガイドさん、スタッフの皆様、大変お世話になり
ました。ありがとうございました。

あっという間の６日間、又機会があったらセブ島に行きたいです！ ボホ
ール島、パンダノン島観光を楽しみ、カワサン滝では滝に打たれました

２回目のセブ、今年は５月、夏の
セブは３７度とても暑かった。
緑が有り会員になって１年、色
んな事を理解と観察しながらの
セブでした。ガイドさん 、運 転
手さん、可愛いメイドさんの細
やかな心配り、おもてなしで、何
不自由なく無事旅行が出来まし
た事にお礼申し上げます。又、以
前行かなかったバディアンゴル
フリゾートへ約３時間半位、長
い車中でしたが、同年代の方達と一緒だったので、話もはずみ笑いっぱな
しのうちに着きました。又、カワサン滝では、日本で体験出来ないスリルが
いっぱい！胸はドキドキ滝の水圧で痛かったけれど、とても気持ちよか
ったで ～ す。５日目、バンカーボートでパンダノン島へ、エメラルドグリ
ーンの海を見ながらのバーベキュー、何を頂いてもおいしかった。夜はマ
ッサージを頼み、本当に贅沢なリフレッシュの５泊６日の旅でした。又、同
行された皆さんと一緒にセブへ訪れたいと思います。
追伸　サヨナラパーティーで出して頂いたパインジュースがとても美味し
かったので、今度はおかわりしたいです。

本当に贅沢なリフレッシュの５泊６日の旅でした！ 又、
同行された皆さんと一緒にセブへ訪れたいと思います

最高の思い出セブ旅行！ 綺麗な海、美しい南国の風景で心も癒
され楽しい時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございました

バンカーボートでパンダノン島へ！ エメラルドグリーンの海を見なが
らのバーベキューは最高、何不自由なく無事旅行が出来ました

出発日５月１７日（５泊６日）
会員歴１年６ヵ月　市川さん

出発日５月１９日（５泊６日）
会員歴２年５ヵ月　中山さん

出発日５月１９日（５泊６日）
会員歴１年５ヵ月　浦野さん
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４月１０日に、私は友達と一緒
にセブ島に行きました。前日ま
では、楽しみやら心配やらでし
た。成田からセブ島は、約５時
間 位 の 飛 行 時 間 でした 。セブ
島 に 着 いて、一日、二日、三日
と、あっという間 に 過 ぎ、４ 月
１ ４ 日 、帰 る日 に なってしま
い まし た 。無 事 家 に 帰ってき
て 今 思 い 出 す 事 は 、あの綺麗
な、とっても綺麗な海です。泊めて

いただいたコーラルポイントリゾートの敷地内もブーゲンビリアが咲
き、南国らしい雰囲気の漂うとても素敵な所です。雪国で山中育ちの私
にとっては夢の島でした。その島で、初めてのパラセーリングとシーウォ
ーカーを体験しました。何より良かった事は、ワールドビッグフォーのス
タッフが、それはそれはとても良くお世話してくれた事です。食事、ショ
ッピング、レジャーと、すべて面倒をみていただいたおかげで、何の心
配もなく楽しく、カバン一杯のおみやげを買い、遊び、セブを満 喫 する
事 が 出 来ました 。ワー ルド ビッグフォー のスタッフ 皆 様 の 笑 顔と一
生 懸 命 尽くして下さった 事 に、とても感 謝しています。一 生 忘 れませ
ん。本当に有難うございました。又、逢える日を楽しみにしています。

初めてのパラセーリングとシーウォーカーを体験しました！ 家に
帰ってきて今思い出す事は、あの綺麗な、とっても綺麗な海です

何十年振りに綺麗な海にも入り、若かりし頃を思い出し満喫！ エメラルド
グリーンの海に白い砂浜でのバーベキュー、この上ない幸せを感じました

初めてのセブ島の旅行に参加し
て４泊５日の旅を楽しんで来ま
した。日本から４時間位で行け
るし、時差も１時間しかないの
で、行きやすいなと思った。着い
てみると、青い空、青い海で部屋
からの眺めは絶景！朝、太陽が
昇る前から、海をずっと眺めて
いて幸せな気分になりました。
街に出掛けてのショッピングも、
色々珍しい物もあって楽しかっ
たし、フィリピン料理も初めて食べたけど、シーフードがとても美味しく食
べられた。島へ行ってのバーベキューでは、準備の間に海に入り綺麗な魚
を見ながら泳いだ。気持ち良かった。また、マリンスポーツでは、空中散歩
のパラセーリングに乗り、美しいセブの空中遊覧が楽しめた。もうひとつ
楽しみにしていたのが、フィリピンのフルーツを食べる事だった。毎日、マン
ゴ、バナナ、パイナップルなど、南国のフルーツを堪能できて幸せだった。
楽しく過ごした５日間もあっという間に過ぎてしまい、最終日前夜のお別
れパーティーでは、食べて、飲んで、余興の歌やダンスには、とても感動し
ました。至れり尽くせりのおもてなしを頂き、本当にありがとうございまし
た。

二度目のセブ旅行

あっという間の初めてのセブ旅行！ 何の心配もなく楽しく、カバン
一杯のおみやげを買い、遊び、セブを満喫する事が出来ました

マリンスポーツでは、空中散歩のパラセーリングに挑戦！ 毎日、マンゴ、
バナナ、パイナップルなど、南国のフルーツを堪能できて幸せだった

セブ島にて 出発日４月１０日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　植松さん 初めてのセブ旅行

又行きたいセブ
セブ・マクタン空港に着き、シャロ
ーンさんが待っていて下さったの
で一安心です。それからコーラル
ポイントリゾートに着き、若いメイ
ドさん達に出迎えてもらい、夜も
遅かったのですが、マンゴジュー
ス を 頂 き、そ の お いし かっ た
事！！私はマンゴが大好きで、朝
食に必ず出るので毎回とても楽
しみにしていました。友達の分
も頂いていました。２日目はシ
ャローンさんの案内でショッピ

ングをしたり、食事をしたり、島めぐりをして観光したりで、それは楽しい時
間を過ごす事が出来ました。「次はどこどこに行きます」と明るく、元気なシャ
ローンさん、私達５人は、“ハイ！”と手を上げ、先生に引率されている様に行
動しました。それがほんとうに楽しく笑いがたえません。特にエメラルドグリー
ンの海に白い砂浜でのバーベキュー、アワビやウニ、それに用意して下さった
肉、魚、その他思う存分頂き、この上ない幸せを感じました。それに何十年振
りに綺麗な海にも入り、若かりし頃を思い出し満喫して来ました。ほんとうに楽
しいセブでした。又メイドさん、ドライバーさん、ガイドさん、みなさんの優し
さ、親切さにはほんとうに感謝です。ありがとうございました。又もう一度行
きたいと思います。

青い空、青い海で眺めは絶景！ 島へ行ってのバーベキューは美味
しく、海も気持ち良かった。お別れパーティーは、とても感動しました

セブ・マクタン空港に着き、名
前を持ったプラカードを見て一
安心。レストランで夕食を済ま
せてコーラルポイントリゾート
の部屋に入り、又 来 ら れ た と
実 感 し まし た 。夜マッサージ
をして頂き、本当に気持ち良く
てぐっすり眠れました。２日目は
みんなでショッピングに行って、とて
も楽しかった。大好きな帽子も
何個も買いました。帰りに市場でマンゴとか見たことのないフルーツの試
食もして買い、コーラルポイントリゾートでメイドさんに切ってもらって一緒
に食べました。３日目、無人島でバーベキュー、魚もよく観察できました。
エビや肉も美味しく頂きました。４日目、パラセーリングに乗れて楽しか
った。ガイドさんと話が出来るように言葉のレッスン、日本語と英語とフィ
リピンの言葉、ガイドさんはすごい、必死で日本語の勉強をしていること
を知りました。自分達を楽しませて下さったガイドさん、メイドさん、ドラ
イバーさんありがとうございました。

マッサージをして頂き、本当に気持ち良かったです！ 無人島では
バーベキュー、魚もよく観察できました。エビや肉も美味しく頂きました

又もう一度行きたいと思います！ ショッピングをしたり、食事をしたり、
島めぐりをして観光したりで、それは楽しい時間を過ごす事が出来ました

二度目のセブ旅行、パラセーリングに乗れて楽しかった！
ショッピングに行って、大好きな帽子も何個も買いました

出発日４月１０日（４泊５日）
会員歴２年９ヵ月　高橋さん

出発日４月１０日（４泊５日）
会員歴１年２ヵ月　齋藤さん

出発日４月１２日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　平澤さん


