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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26年1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い合せ下さい。
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。

￥６,１００円￥５８,１２０円０２／０１～０３／３１ ￥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）

会     報
平成26年2月号

ナメカタ エイジ

ごあいさつ
心温まる豊富な自然環境、セブ島は世界でも有数の楽園。

いつでも気軽に楽しめるセブ島は健康促進にも優れ、今現在、世界中からの
旅行者数を更に増やしております。日本からのセブ直行便も毎日２便運航となり、私達に
とりましても、益々身近で快適なものになって参りました。活気溢れる街並みは経済的にも
豊かに、今後も楽しみなセブ島で最高の自然環境をご満喫下さい。お陰様で１月２０日からは
新事務所での業務もスタート！東京へお越しの際には、お気軽にお越し頂ければ幸いに存じます。
ワールドビッグフォーでは大自然との共生をテーマに、元気に満たされる至福のひととき
常夏の環境に何度でも行きたくなってしまう程の醍醐味を思う存分にご堪能下さい。

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

＜編集後記＞
新しいオフィスも快適環境！皆様にご案内しておりましたジャパンエアリゾートインターナショナル株式会
社、並びにワールドビッグフォー本部事務局の移転も無事終了し、１月２０日より新オフィスでの業務
を開始致しております。皆様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、今後とも相変わらぬ御愛顧の程、
宜しくお願い申し上げます。尚、住所以外の変更等は一切ございませんのでお間違えのないよう宜しく
お願い致します。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
［新住所］ 〒１１３-００３４　東京都文京区湯島３-１７-１ 湯島大同ビル３階・４階　　   編集担当

WorldBig

Resort

４
南国の爽やかな景観に佇むワールドビッグフォー究極のリゾート
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１０月上旬、まだ夏の盛りを思
わせる日本から、中村さん、新
さん、松澤さんと私４人でセブ
島に向かいました。埼玉県秩父
の麓から、成田に行くまでも大
変です。何度か打ち合わせをし
て団結力を高めて出発！セブ島
は日本より涼しく快適なシーズ
ンでした。翌日からショッピン
グ、セブ島内観光。３日目はボ
ホール島へ１日観光（教会では
韓国人の結婚式があり、習いた
てのハングルで会話）は充実し
ていた。４日目はパラセーリン

グ、水上バイクに乗って、波の上を左右に旋回、キャ～キャ～と大騒ぎして
いる内に、あっという間に空の上、風は穏やかで心地良く、気分良く大空を
飛びました。５・６日目はバディアンゴルフリゾートに１泊、カワサン滝の
歩道は清流とヤシの木々からのマイナスイオンを感じた。大きなイカダに
乗っていざ滝壺へ、滝の水圧は強く、息が出来ないほど、思わず滝修行の
境地になりました。帰りにＪＷＢホテルでの全身エステは最高！！つい寝
てしまった。滞在中の食事は、到着の夕食にフィリピン料理のシニガンス
ープ等。翌日イタリア料理でスパゲッティ、ピザ、そしてハロハロ（かき
氷、フルーツ、アイス、練乳）。バディアンゴルフリゾートでは和食。最終日
の前日は韓国料理。それぞれおいしかったです。言葉の解らないセブ島
でガイドさん、運転手さん、メイドさんを付けていただき、安心して旅す
ることが出来ました。行方会長さんのお心遣い、ワールドビッグフォーの
皆様に感謝いたします。

カワサン滝ではイカダに乗って滝修行！ ショッピングや島内観光、
ボホール島へも行き、パラセーリングはキャ～キャ～と大騒ぎでした

セブは何と＜驚きのグルメの街＞でもありました！ フィリピン料理、
イタリアン、和食等、世界の逸品バイキングも楽しみました

ワールドビッグフォーにご縁し
て１２年ほどになります。沖縄
に住んでいる私にとって、毎月
の会報や村松理事様からのセ
ブ島情報は有り難く、日々感謝
しつつ過ごしております。今回、
旅 行 に は 参 加しておりませ ん
が 、以 前 の セブ 島 旅 行 を 通じ
て、私の人生に転機が訪れた素
晴らしい出来事を「是非会員の
皆様に、この幸福、感動をお伝
えしたい！」と言う村松理事様か
らのご要望もあり、厚かましくも
綴らせて頂きました。８年前、私たち家族は、３人の娘とその友人夫妻を
伴って、初めて念願のセブ島に３泊４日で行きました。天候に恵まれて、
子供たちはダイビングにショッピング、私などは、娘を伴ってマッサージに
と、とてもリラックスした時間を持つことができました。さんざん楽しんで、
帰ってきたその翌日に、子供が授かるというビックリの出来事がありまし
た。３姉妹と一緒に行った友人家族にもそれぞれ子供が生まれたのです。
それも全員が第一子でした。その喜びようといったら・・・。そのおかげで
私は産後の手伝いが忙しかったです。昨年は生まれた子の全員が新一年
生になって、楽しく学校生活を送っています。これもワールドビッグフォ
ーのゆったりした環境のおかげだと感謝しています。今年は、兄と姉を伴
ってセブ島に行ってみたいと思っています。感謝しつつ、皆さんと共に今年
もいいことがありますように。

毎年訪れたい至福のセブ

ＪＷＢホテルでの全身エステは最高、食事も大満足！ ガイドさん、運転
手さん、メイドさんを付けていただき、安心して旅することが出来ました

皆さんと共に今年もいいことがありますように！ 昨年は生まれた
子の全員が新一年生になって、楽しく学校生活を送っています

奇跡！４人の子宝をもたらしてくれたセブ島会員歴１２年１１ヵ月　幸野さん セブの風、味に誘われて

驚きのセブ
私にとっての＜驚きのセブ＞は、
宿泊施設のコーラルポイントリゾ
ート入場から始まりました。重厚な
門扉をガードマンが押し開く光景
は、まるで日本からのＶＩＰをお
迎えする格調高い無言のセレモニ
ーのようでした。１０名ほどの現地
お嬢さんメイドのお出迎えを受けて、
Ａ棟の施設に入ってビックリ！欧州
風の優雅なリビング、随所に飾られ
た貝細工のインテリア、幅２ｍは
優にあるキングベッド、お洒落なバ
スタブ、そして何よりも１００平米
はあろうかと思われる広大なお部
屋の間取り、とにかく早々に驚きの
連続でした。施設内に届く心地よ
い波の音で初日の夜は更けまし
た。今回の旅は、初めての私を含め

て男女半々の総勢６名。同じ屋根の下で一夜を共にすると、お仲間達もすっかり
打ち解けて、翌朝はもう＜ひでニー、よしジー、正チャン、みえチャン、よーこネ
ー、和江チャン＞と。お互いにニックネームで呼び合う幸せなお仲間になってい
ました。滞在中のマリンスポーツはもちろん最高、生バンドのダンスホールは興
奮のるつぼ、カトリック教会マゼラン・クロスには敬けんと神聖な雰囲気が漂っ
ていました。でも何と云っても私の感激は、超高級エステ・プラナのフェイシャルと
ボディーケアの快感に有頂天でした。今回の旅最大の正に夢想空間、２時間半
の優越の歓びにたっぷり浸った幸せは、生涯忘れる事はないでしょう。お仲間
のよしジーが『み～んな一段とベッピンさんになったね～』と褒めて下さいまし
た。お世辞と分かっていても女って嬉しいものですね！一方、食に目を移せば、
この８日間の滞在中、フィリピン料理、エスパニア、中国料理、イタリアン、和食、
世界の逸品バイキング・・・etc。立ち寄ったお店全てが、とかく味にうるさい日本
人の嗜好にピッタシカンカン！セブは何と＜驚きのグルメの街＞でもありまし
た。ビール党のひでニーとよしジーは、唯一のフィリピンビール、サンミゲルの
『旨い、旨い』を連発、朝から晩まで地ビール三昧でした。

４人の子宝をもたらしてくれたセブ島！ これもワールドビッグ
フォーのゆったりした環境のおかげだと感謝しています

７月の初旬、友人４人と２度目
のセブへ行ってきました。ワー
ルドビッグフォーの会員になっ
たとき、私は「毎年セブを訪れ
たい」と思いました。会員になっ
た去年は夫と二人旅。今年は友
人 ３ 人と４ 人 で 行ってきまし
た。セブは誰と行っても楽しく
て、セブ・マクタン空港に降り立
ったその時から日常を忘れ、至福
の時を与えてくれます。ガイド
のリサさんの笑顔に迎えられ、ド
ライバーさんと共にフィリピン料
理店へ。フィリピン料理は日本
人の口に合うようで、どの料理
も美味しく頂きました。その後コーラルポイントリゾートへ。明るいメイ
ドさん達の出迎えを受け、濃厚な、それでいて爽やかな甘さのマンゴジュ
ースは本当に美味しくて、セブでしか味わえない格別の美味しさです。
友人達はコーラルポイントリゾートの広さと豪華さに驚いた様子で、
感 嘆 の 声 を あ げ て い ました 。次 の 日 から、島 巡り、市 内 観 光 、ショッ
ピ ング、シュノーケリング、そして、エステに マッサ ージと盛りだくさ
ん 楽しみました 。ガ イドさんとドライバ ーさん がどこにで も同 行し、
連 れて行ってくれるの で 、とても安 全 で 安 心 なこと。何より嬉しかっ
た の は、お 誘 いした 友 人 達 がとても喜んでくれたことでした。どこまで
も広くて美しいマリンブルーの海と空。やさしくて温 か いスタッフの 心
遣 い 。今 回 も す べ て に 癒 さ れ て 帰ってきまし た 。私 の 勧 め で 、息 子
夫 婦 が 、２ 月 に 新 婚 旅 行 で セブ を 訪 れ ま す。息 子 夫 婦もきっとセブ
の旅を満喫してくれることでしょう。

今回もすべてに癒されました！ 島巡り、市内観光、ショッピング、シュ
ノーケリング、そして、エステにマッサージと盛りだくさん楽しみました

驚きのセブ、コーラルポイントリゾートにビックリ！ マリンスポーツはもち
ろん、ダンスや市内観光、最高のエステは生涯忘れる事はないでしょう

お誘いした友人達もとても喜んでくれました！ 息子夫婦が、２月に
新婚旅行でセブを訪れます。きっとセブを満喫してくれることでしょう。

出発日７月３日（４泊５日）
会員歴２年　青木さん

出発日１０月３日（６泊７日）
会員歴７ヵ月　吉田さん

出発日１０月９日（７泊８日）
会員歴２年１ヵ月　阿部さん
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台風のおかげで変わった経験も
させてもらいました。僕たち夫
婦は和歌山人、娘が東京に住ん
でいるので１０月１５日に家を
出て娘の所で一泊し、１６日に
成田空港へ娘と一緒に向かった
が、成田エクスプレス特急が台
風の為１４時３０分からしか運
行しないと云う事でした。乗り継
ぎ行ったのですが、その電車も
途中で止まり長い時間動かなか
ったりで・・・。空港に着くと１６
時半頃になり、飛行機の飛んだ
後となってしまってどうなるかと
心配したが、ワールドビッグフォ
ー本部事務局の皆様の大変な

交渉のおかげで、明日１７日同じ時間に行ける様になり安心しました。夕
食は事務局からおいしい差し入れも戴き満腹で、椅子の上で寝袋？かぶっ
て休みました。セブへ着くとガイドさんがお出迎え戴き、ワゴン車で一行８
人コーラルポイントリゾートへ直行・・・？途中、スリモミマッサージと夕食
に寄ったんだ！コーラルポイントリゾートへ着くと、現地スタッフの皆様が
大勢で迎えて戴き、大きな荷物も持って戴き心おきなくＡ棟４階まで上が
り、マンゴジュースを戴きました。美味しくてスッとしました。泊まる所はＡ
棟５階で上等の部屋を選ばしてもらいました。明朝窓を開けると海は凪い
でおり、最下はプールがいくつか見え最高の眺めでした。後５日間はほう
ぼうへ連れて行って戴きました。一番良かったのは、海の上をハイスピ
ードで走るバナナボートはスリル満点でした。又最後の夕食のパーティー
もして戴き、大変良かったです。ありがとうございました。又行ければと思っ
ています。

初めてのセブ旅行、又行ければと思っています！ 一番良かったのは、
海の上をハイスピードで走るバナナボートはスリル満点でした

料理も私達の口に合うものばかりで大変満足な旅でした！ 次回
参加するときは、ジンベイザメと一緒に泳ぐのを楽しみにしています

ダンス仲間６人での旅、初心者は
私を含めて３人。常夏のセブ島は
暑いといっても乾燥していて、過ご
しやすかったです。コーラルポイン
トリゾートは、写真で見た通りの
豪華な建築物と調度品の空間で
した。サンゴをふんだんに使った
柱、壁、テーブル、広くてセレブな
部屋。大きな貝やサンゴの装飾品
が至る所に・・・。また目前は広大
な海、穏やかな海面は刻一刻と色
を変えます。エビや蟹料理、イタリ
アン、韓国料理、タイ料理、ちょっ
と疲れて寿司と、連日一流レスト
ランでのお食事、日本じゃ考えら
れません。海につからなきゃセブじゃない！スキューバダイビング、パラセーリン
グ、バナナボート、水上バイクは自ら運転して暴走族なみのスピードに、インス
トラクターもタジタジの笑顔でした。待望のダイビングでは、本格的な装具を
着用して魚と遊びました。ココナツ風呂のエステやネイルアートも初体験。究
極は、スリルを味わいたいとクラウンリージェンシーホテルの３８階から下を
覗き込むスカイウォークやエッジコースターにも挑戦！このグループが初めて
だそうです。１５日の朝、フィリピン中南部でＭ７.１の地震がありました。かな
り長い揺れと余震で、慣れないメイドさん達は外に飛び出していました。コーラ
ルポイントリゾートは歴史ある建物にもかかわらずビクともしませんでした。早
朝から５ヵ所あるプールや海で泳いだり、夜はダンス、カジノ、オカマショー、カ
ラオケとめくるめく日々。これでもスロースケジュールだというのだから驚きで
す。最後の夜はバンドに合わせてメイドさんらとの大乱舞、私達を喜ばせてく
れました。若い笑顔に元気をもらいました。とても楽しかったです。皆さん、有
難うございました。

４度目のセブ！皆で楽しく過ごしました♡

最後の夕食のパーティーもして戴き、大変良かったです！
コーラルポイントリゾートは上等の部屋で最高の眺めでした

初体験の連続づくしの旅、最後の夜はバンドに合わせてメイドさんら
との大乱舞！若い笑顔に元気をもらいました。とても楽しかったです

セブ島は地上の楽園 出発日１０月９日（７泊８日）
会員歴１年１ヵ月　大山さん 東京で台風に出合った初めてのセブ旅行

「セブ島へ新婚旅行」
今回は二度目のセブ島旅行でし
た。何度も色々なアクシデントに
ぶつかりましたが、楽しい旅にな
りました。行きは 台 風で 電 車 が
動 か ず、何とかして空港に到着
したものの、飛行機が飛び立った
直後でしたが、ワールドビッグフ
ォーの応援もあり、翌日の 飛 行
機に振り替えしていただくこと
が で き、無 事 に セブ 島 に 到 着
す ること が で き まし た 。セブ
島 の 大きな 地 震 の 直 後でもあ

り、滞在中も大きな余震が続き、恐怖する場面も多々ありました。しか
し、セブ島ではシーウォーカーやパラセーリング、シーカヤック、バナナ
ボートなど、たくさんのマリンスポーツを楽しみました。人生の初体験
のことばかりで良い思い出になりました。また、カワサン滝ではイカダ
に乗り、滝に打たれたり、川で泳いだりと日本ではなかなかできない経
験をしました。食事においても、フィリピン料理やタイ料理、韓国料理
など私達の口に合うものばかりで大変満足な旅でした。次回参加する
ときは、ジンベイザメと一緒に泳ぐのを楽しみにしています。セブ島を
新婚旅行に選んで大変良かったです。お世話になった皆様ありがとう
ございました。

セブ島は地上の楽園！ パラセーリング、バナナボート、水上バイクで大
暴走、待望のダイビングでは、本格的な装具を着用して魚と遊びました

１０月１６日～２２日の７日間
の予定で、両親を含めた友人達
８人で４度目のセブ島に行きま
した！出発の日、台風の影響で
交通機関がストップし、やっと
の事で辿り着いた時には既に飛
行機は飛び立ち、皆途方に暮れ
ていました。旅行会社とのやり
取りでキャンセル料と追加料金
がかかってしまうところ、村松理
事始め、本部事務局皆様のお陰
で無料となり、また翌日、出発出
来る事になりました！皆大歓声
で大喜び♡ホッとして、その日
は空港のロビーに初お泊まりでした。村松理事と本部事務局の皆さんで差
し入れを携え駆けつけて下さり、とてもありがたく本当に忘れがたい旅の
始まりになりました。セブ島では、毎日良いお天気で、島巡りやマリンスポー
ツ、ショッピング、ドライブ、マッサージ、パーティー・・・。楽しくてあっとい
う間の６日間でした！今回、友人２人は新婚旅行に両親は結婚５０年！素
晴らしい記念になりました♡みんな子供のようによく遊び、はしゃぎ、笑
い、本当にと～っても楽しかったです！！また来ようね！来年も行こうね！み
んな口々にそう言いながらセブを後にしました。お世話になった通訳さ
ん、ドライバーさん、可愛いメイドの皆さんとの交流も楽しく再会が楽しみ
です。本当にありがとうございます。大好きな仲間と心身豊かに過ごせる
素敵なリゾート、こんなワールドビッグフォーを造って下さった行方会長様に
も心から感謝いたします。ありがとうございます！

楽しくてあっという間の６日間でした！ 島巡りやマリンスポーツ、ショッ
ピング、マッサージ、パーティー等、本当にと～っても楽しかったです

セブ島を新婚旅行に選んで大変良かったです！ たくさんのマリンス
ポーツを楽しみ、人生の初体験のことばかりで良い思い出になりました

４度目のセブ！ 皆で楽しく過ごしました♡今回、友人２人は
新婚旅行に両親は結婚５０年！素晴らしい記念になりました

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴５年９ヵ月　西川さん

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴５年９ヵ月　西川さん

出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴３年　古川さん
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仕事に追われる中、ＮＰＯ法人
の指導を受けながら投資クラブ
の集まりで 御 一 緒 の 川 本さん
から、セブ島ワールドビッグフ
ォーリゾートのことを聞いて「素
晴らしいところだから今後一緒
に行きません」と誘われて！老
後のこともあり、施設見学を兼
ねてとも思い、参加させて頂き
ました。成田を午後に発ち、４時
間程でセブ・マクタン空港に到
着。コーラルポイントリゾートに
案内されたのは夜でしたので、
周りの景観はよくわからなかっ

たのですが、ウェルカムマンゴジュースが香り豊かに南国の香りでし
た。夜が明けビックリ！目の前の大海原に緑の美しさ、整備された芝生、
海と一体化されたプール等、見るものはワァーと心ときめくありさまでし
た。カモテス島のリゾートハウスやマクタン島での滞在は私にとって初め
ての出来事でした。バンカーボートに乗り海原を渡ったのも初めてづくし
でした。日本でも夜景の見学はあちらこちらとありますが、セブ本島での
“ T O P S ” の夜景もイタリア料理の会食をしながらの見物で初めての出来
事。ワールドビッグフォーからのプレゼントのマルコポーロプラザホテル
の会食は夢のような出来事。そしてカジノ見学、地元デパートの見学等、
通訳さんのおかげで安心して買物が出来たし、コーラルポイントリゾートの
メイドさん達のけなげなお世話にあずかり、ワールドビッグフォーに感謝
です。又、機会をみつけて参加させて頂きたいと思います。感謝致します。

南国の景観にビックリ、ワァーと心ときめくありさまでした！
 又、機会をみつけて参加させて頂きたいと思います

楽しかったセブ島、また行きたいと思います！ ニューハーフショー
では見とれ、ダンスホールではダンスを教わり楽しい夜になりました

８月に入籍をし、夫の勧めでワ
ールドビッグフォーに入会しま
した。１０月１６日セブへ出国予
定でしたが、台風の影響で交通
機関がマヒし、成田空港になか
なか辿り着けず、結局出国時間
に間に合いませんでした。「どう
したらいいんだろう」と、途方に
暮れていると、ワールドビッグ
フォーさんから連絡があり「翌
日の出国の準備が出来た」との
事、本日乗れなかった飛行機の
キャンセル料は無料との事で、安心と嬉しさで涙が出ました。その日は空
港内で過ごす事になりましたが、またもやワールドビッグフォーさんが夜
食を持って来てくれて、至れり尽くせりの対応に心が温まりました。翌日、
無事出国出来、セブ島の海の美しさ、島の人々の温かさに触れ、初海外であ
った私の不安も解消しました。毎日海や川で仕事を忘れ子供の様にはしゃ
ぎ、沢山遊びまくりました。特にイカダに乗って、滝の下まで行き滝に打た
れる川遊びは最高でした。また旅では、夫の優しさやたくましい姿を見るこ
とができ、愛の深まる最高の新婚旅行になりました。「来年はセブ島でジン
ベイザメを見たいね！」と計画しています。ワールドビッグフォーの皆さま、
素敵な新婚旅行の思い出をありがとうございました。

美しきセブ

初めてづくしのセブ旅行に感謝！ バンカーボートに乗りカモテス
島観光や“TOPS”の夜景での会食等、夢のような出来事でした

「来年はセブ島でジンベイザメを見たいね！」と計画してい
ます！ 素敵な新婚旅行の思い出をありがとうございました

セブ島へ新婚旅行 出発日１０月１７日（５泊６日）
会員歴３年　古川さん 初めてづくしのセブ旅行に感謝！

初めてのセブ旅行
台 風 の 影 響で 予 定より遅 れて
セブ島に到着。待っていてくれた
現地スタッフの出迎えを受け、コ
ーラルポイントリゾートに向かい
ました。可愛いメイドさん達に
迎えられ 、さっそく美味しいマ
ンゴジュースをいただきました。
今回、地震のあったボホール島
には行けないので、太平洋戦争
の激戦地のひとつであるレイテ
島に一泊で行く事になりました。
マッカーサーがフィリピン奪回
の第一歩を印した海岸やマルコス
大統領夫人のイメルダ・マルコ

スの博物館に行き、中国から贈られた陶磁器など豪華な品々を見学しまし
た。そして広大なパイナップル畑では、採りたての美味しさに驚きました。
又、日本人がオーナーで島民が自立した生活を送れるよう貢献している島
を訪れました。この島はテレビでも紹介され、特にキルトは世界でも注目
されています。近くの島には青い海、白い砂浜が広がっていて、その中で
泳いだり、熱帯魚と遊んだり、その後のバーベキューは格別でした。パラ
セーリング、水上バイク、シーウォーカーも初体験しました。ニューハーフシ
ョーでは、つい男性であることを忘れ、見とれるほど綺麗でした。又、ダン
スホールでは、ダンサーの女性に南国の軽快なリズムに乗ったダンスを教
わり楽しい夜になりました。この楽しかったセブ島、また行きたいと思いま
す。同行していただいた朝田さん、スタッフの皆さん、本当にありがとうご
ざいました。

愛の深まる最高の新婚旅行になりました！ 海の美しさ、島の人々の
温かさに触れ、仕事を忘れ子供の様にはしゃぎ、沢山遊びまくりました

私にとっての初のセブ島は、仲
良し３ 人 組 で の 旅 。１ ０ 月中
旬、台風で不安定な天候の中で
の日本からの出発。しかし、わず
か４時間の飛行時間でセブ・マ
クタン国際空港に降り立つと、南
の島らしい熱気に包まれ、心躍
りました。コーラルポイントリゾ
ートについては、先輩会員の友
人 から説 明を受 けてい たもの
の、想像以上の広さ、豪華さに
驚きました。なんと１人１フロ
ア、更にはフロントビューにプライベートビーチの部屋！！日本ではほとん
ど泳ぐ機会はありませんが、この絶景を前に泳ぎに行かない手はないと、
何度も泳ぎに出ました。心が解き放たれ、とてもいい気分でした。そして贅
沢にも毎日のマッサージに癒され、オプションで訪れたカモテスリゾートの
素晴らしい景観にも心洗われて、何もしないことの幸せをこれほど感じたこ
とはありませんでした。その他、町の市場やレストランでの美味しい食事
で、現地の生活も垣間見ることができました。ドライバーさん、ガイドさん、
メイドさん達も明るくよく気遣い下さり、至れり尽くせりでとても感動しまし
た。実は、私達は２日延長して６泊７日にしましたが、大正解！なかなか味
わえない貴重な体験で心身ともにリラックスでき、大変満足しました。いず
れまた訪れたいと思います。ありがとうございました。

なかなか味わえない貴重な体験で心身ともにリラックス！ 毎日の
マッサージに美味しい食事、至れり尽くせりでとても感動しました

初めてのセブ旅行！ レイテ島に一泊、日本人がオーナーの島を観
光、パラセーリング、水上バイク、シーウォーカーも初体験しました

美しきセブ、いずれまた訪れたいと思います！ 素晴らしい景観に、
何もしないことの幸せをこれほど感じたことはありませんでした

出発日１０月１８日（６泊７日）
会員歴１年３ヵ月　秦さん

出発日１０月１８日（６泊７日）
会員歴１年２ヵ月　多田さん

出発日１０月２４日（８泊９日）
会員歴１年７ヵ月　五十嵐さん
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毎年娘と夏休みは海外へ。今年

で ４ 年 目、今 回 は セブ 行 き決

行。いやしの旅にしようと決め

ていまし た「 百 聞 は 一 見 に 如

か ず 」セブ・マクタン空港に着

くや 否 やカルチャーショック。

コーラルポイントリゾートに着

くまでの町並みにビックリ。暗

闇の中に人、人、人がいっぱい。この人達はいったい何をしているのだろ

う。おどろきの連続。施設に着くと、マンゴジュースでおもてなしを受け、

これからの旅のスケジュールの打ち合わせ！！３泊４日と言う短い滞在期間

なので有効に使わないとアッという間終わってしまう。エステにショッピン

グを中心に楽しんだ。娘とあと何回一緒に出掛けられるだろう。だから精一

杯大切にしたい。楽しかった娘との二人旅でした。

楽しかった娘とのセブ二人旅！ 娘とあと何回一緒
に出掛けられるだろう。だから精一杯大切にしたい

シュノーケリングを楽しみにナルスアン島へ！ 沢山の魚たちが一緒に
遊んでくれ、スタッフたちの手による海辺のバーベキューも堪能しました

素敵なガイドのシャローンさん
に迎えられ、マニラ経由で初め
て の セブ 旅 行 が 始 まっ た 。初
日、スペイン統治時代の連想か
らスペイン料理店へ。イカ墨パ
エリアを食べ、真黒になった歯
にみんなで大笑いする。スペイ
ンワイン赤が進む。２日目、タイ
料理の辛いモノ尽くし。春雨サ
ラダ、空心菜の辛イタメをつま
みにシンハービール、しめはグ
リーンカレー。３日目、いよいよフィリピン料理。焼き魚ラプラプを唐辛子
しょうゆで、チキンの丸焼きは塩コショウで、薄めのサンミゲルビールが南
国には適う。４日目、韓国焼肉。ソジュにレモンを絞って酔いつつも、もち
ろん最後の冷麺までいただく。５日目、飲茶で昼間から冷たい紹興酒・・・
（中略）さすがに孵化直前のアヒルの卵をゆでたバロットには挑戦しなか
ったが、きれいな海、空気に食事もお酒も嗜む場所“セブ ”は各国料理おい
しいモノの宝庫でもあった。９日間の滞在中、日本食を１度も口にしなか
ったのは言うまでもない。思い出と共に増えた体重と無事帰国しました。
次回は何を食べようか？

１７歳のセブ島

毎年娘と夏休みは海外へ。今年で４年目、今回は
セブ行き決行！ エステにショッピングを中心に楽しんだ

次回は何を食べようか？！ きれいな海、空気に食事もお酒も
嗜む場所“セブ”は各国料理おいしいモノの宝庫でもあった

“セブ”はおいしいモノの宝庫 出発日９月２２日（８泊９日）
会員歴３年１１ヵ月　高橋さん 娘との二人旅

多彩なセブを楽しむ
４回目の訪問となる今回のセブ
旅行は雨季の中での滞在となり
ました。夜中、突然窓に稲妻の閃
光が走り、夕方、食事に出かける
途中ではスコールが襲い、道が
川になるなど、これまでの訪問で
は経験しなかったことが起きま
した。日本の秋を思わせるうろ
こ雲が青く澄んだ高い空に浮か
び、外出時の陽射しをさえぎっ
てもくれました。今回は２家族
５名の旅で、今まで訪問したこ
と の な い 場 所 に 出 か け ま し

た。到着の翌日、シュノーケリングを楽しみにナルスアン島へ。腰から胸く
らいまでの浅い場所でしたが、色とりどりの沢山の魚たちが一緒に遊んで
くれました。またスタッフたちの手による海辺のバーベキューが私達の空腹
を満たしてくれました。３日目は早起きをしてボホール島へ。１時間３０
分ほどで港に到着。リサさん手配の車で島巡りに出発。風にそよぐ緑の
稲穂、よく整備された道路、きれいな街並みに豊かな生活ぶりを想像しな
がらチョコレートヒル、めがね猿のターシャを訪ね、川下りの昼食を涼風と
共に味わい、バタフライガーデンでは人懐こい蝶とたわむれ、竹で編んだ
吊り橋をへっぴり腰でこわごわと渡り、夕方まで島の名所を見て回りまし
た。あっという間の５泊６日の旅でしたが、今回も、皆さんが心のこもった
気持ちの良いもてなしをくださいました。感謝でいっぱいです。ありがとう
ございました。

マニラ経由で初めてのセブ旅行！ スペイン料理から始まり、タイ料理、
フィリピン料理等大満足、思い出と共に増えた体重と無事帰国しました

初めての海外旅行ですが、お母
さんに誘われてセブ島に行って
きました。成田空港の免税店で
化粧品を買ったら、セブ島に行
く前にお小遣いが無くなってし
まった。この事もこれからの事
も全てが初体験になるセブンテ
ィーンの女子高生です。翌日の
シーウォーカーでは、海中でジ
ャンプしたらインストラクター
にいきなり駄目出しを食らっち
ゃった。パラセーリングは鳥に
なった気分で眼下に青い海、彼
方には島々、眺めは最高でした。
午後はシューマートにショッピ
ングです。丁度１６日～１８日の３日間はバーゲン中で激安なことから、
靴や洋服をたくさん買う事が出来、とっても楽しかったし、ティータイムの
ドーナツも美味しかった。１８日は、ＪＷＢホテルのエステサロン “オー
ラ”で初エステ体験、とっても気持ちが良かったです。１９～２０日はバンカ
ーボートに乗りカモテス島に一泊です。エメラルドグリーンの海で泳いで大
満足です。２１日は、ネイルアートをして、又々アヤラセンターでショッピ
ング。スタバのカフェは安かった。２２日、ラプラプ公園の民芸品屋ではミ
サンガが２５円だった。本場のハロハロも食べに行き、混ぜ混ぜして食べ
て美味しかった。その後、マウンテントップスに夜景を見に行き、綺麗だっ
たが稲光もとどろき、夜景と相まって凄かった。夕食はウォーターフロン
ト・セブ・シティ・ホテルでバイキングをご馳走になり美味しかったです。
１７歳の夏にセブ島に行き、楽しい思い出が作れたのはスタッフ皆様の
お陰です。有り難うございました。

パラセーリングは、ドキドキでしたけど大空は、気持ち良かった！
シーウォーカーにも挑戦、ショッピングにエステと大満足の旅でした

あっという間の５泊６日の旅！ ４回目となる今回のセブ旅行も、
皆さんが心のこもった気持ちの良いもてなしをくださいました

プルメリアの髪飾りをつけてハイ・ポーズ！ １７歳の夏にセブ島
に行き、楽しい思い出が作れました。有り難うございました。

出発日８月１６日（７泊８日）
会員歴７年７ヵ月　長滝さん

出発日９月１０日（３泊４日）
会員歴１年４ヵ月　金子さん

出発日９月２７日（５泊６日）
会員歴２年５ヵ月　中村さん



9 10

３人の子供達の最後の１人の就
職も内定し、子育ても一段落した
ので、ワールドビッグフォーの会
員の方々から聞いていたセブ島
に思い切って娘と二人で行って
来ました。初めての二人旅でし
たが、何度も訪れている会員さ
んの親切なアドバイスと共に、
セブへ行ったことのある会員さ
んの言った通り、夢のようなセ

ブでした。「百聞は一見に如かず」ってこの事でした。ガイドのミキさん
のおかげで、私達のゆっくりのんびり過ごすことが目的で、私は、オイ
ルマッサージ・エステ・ボディーマッサージと、日本では高価で決して出
来ないことが出来て大満足でした。そして、ミキさんをはじめ、ドライバ
ーさんやメイドさんの温かな人柄にもふれられて幸せでした。今度は
都合で急に行くことの出来なかった娘と一緒に行きたいと思います。こ
んな楽しい夢のようなセブ旅行をありがとうございました。ワールドビ
ッグフォーのますますのご発展をお祈りいたします。

マッサージ・エステが出来て大満足でした！こんな
楽しい夢のようなセブ旅行をありがとうございました

又、是非セブ島へ行ってみたいと夢みています！ 買い物や
ＢＢＱ、市内観光に珍しい青マンゴジュースはお気に入りでした

今回のセブ旅行は、初めて参加
の５人プラス２人、合計７人の
旅でした。セブ・マクタン空港で、
ガイドさん、運転手さんに出迎
えられ、ホッと一息です。夕食の
フィリピン料理は毎回食べても
美味。コーラルポイントリゾート
では、大勢のメイドさんの 笑 顔
に迎えられ 、マンゴジュースも
また美味。大富豪の気分を満喫
できる素敵な部屋、心地良い環
境 に 包まれてオイル マッサ ー
ジ。至れり尽くせり、まるでお姫様の世界。テラスから望む景観の素晴らし
さ。ガイドのラチさんが「今の季節はいろいろな花が咲いていて一番美しい
ですよ！」コーラルポイントリゾートの庭は、何種類もの美しい南国の花、
漂う香り。初めての体験は射撃。近くても、なかなか来られなかった場所。
重いピストルを持っただけで心ワクワク。不思議で楽しい時間が持てまし
た。セブ市内見学、１年毎変わってゆく市内の風景と建物。ターシャを見に
ボホール島へ。ロボク川の美味しい船上バイキング、なんと不思議なチョ
コレートヒル、ボホール最古の教会、何回見ても飽きない島内。心身共に
癒されるセブの旅。６回目のセブ、今回もスタッフの皆様には大変お世話
になりました。いつか又来たいセブ島です。

南国の風を感じて

娘との初めての二人旅、夢のようなセブでした！ 今度は都合
で急に行くことの出来なかった娘と一緒に行きたいと思います

今回で６回目、何度でもセブ島へ！ 初体験の射撃は心ワクワク、
ボホール島観光ではターシャ、チョコレートヒル等、楽しみました

何度でもセブ島へ 出発日５月２９日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　久保田さん 夢物語

お母さんありがとう
母からすすめられたワールドビ
ッグフォーのおかげで、セブ島へ
行って来ました。私は母とは少し
違って、足のネイルをしようと思
っていたところ、セブでは日本
の３分の１位の価格で出来るこ
とをガイドのミキさんから聞い
て、携帯のデータの中にお気に
入りのやりたい写真を入れてお
いたので、思った以上に可愛く

出来、とても嬉しかったです。また、エクステもＯＫ！ということで思いかけ
ず、おこずかい程度でバッチリの仕上がりに大満足でした。そして、買い物
やＢＢＱ、市内観光にセブのおいしい果物、珍しい青マンゴジュースはお
気に入りで、メイドさんに何度も作ってもらいました。帰国し、職場で話をす
ると、「星合さんはセブ島へお母さんと行かれて幸せだね！」と言われまし
た。が、これはワールドビッグフォーのおかげだと思います。又、是非セ
ブ島へ行ってみたいと夢みています。お母さん、ワールドビッグフォーさん、
本当にありがとうございました。ミキさん又会いましょう！！ワールドビッグフ
ォーさん、今後もますますのご活躍をお祈りしています。

心身共に癒されるセブの旅！ 心地良い環境に包まれ、まるでお姫様
の世界、今回も大変お世話になりました。いつか又来たいセブ島です

会員になって１ヵ月、最初の説
明会が旅行に行く人達との顔合
わせで、その４日後にはセブ島
の地を踏むと言う、あっと言う
間の夢の様な出来事でした。喜
寿を迎えた自分 へ の 褒 美 旅と
もなって、未知なる国への期待
で胸は高鳴ります。コーラルポ
イントリゾートはＤＶＤで見た
通りの、いいえ空気に触れ風を
感じた分、余計に最高で素敵な
空間でした。時が止まったかの様
にゆったりと過ぎて行く。目が
合えばニコッとするメイドさん
達は皆若くて純な心を感じました。２日目にはシーウォーカー体験、色とり
どりの魚が沢山集まって来て大いに楽しみました。次はパラセーリング、青
い海の上を鳥になった気分でゆったりと身をまかせました。欲張りな希望
に、大切な時間を付き合って下さった仲間の人達に感謝します。セブでの料
理はどれも美味しく、紫芋のアイスクリームがのったジュースは最高でし
た。お土産にドライマンゴを買込み、まずは一安心です。次に本島の市内
観光です。上町下町と廻って感じたのは若者の数の多さで前途洋々だなぁ
～と思いました。２４時間やっていると言う市場は活気に溢れていた。人
も犬も乗合タクシーもバイクも混然となった道路をスイスイと運転するド
ライバーさんに脱帽です。夜はショー見学と盛り沢山のメニュー。３日目は
ボホール島、ロボク川クルーズ最高！！４日目はパンダノン島、空と海と一つ
になって最高！！セブ島は素敵な所でした。大変お世話になりました。

ショー見学と盛り沢山のメニュー、あっと言う間の夢の様
な出来事！ 南国の風を感じて、セブ島は素敵な所でした

お母さんありがとう！ 足のネイルにエクステも可愛く出来感
激、おこずかい程度でバッチリの仕上がりに大満足でした

喜寿を迎えた自分への褒美旅！ シーウォーカー、パラセーリング
体験に感動、島巡りでは、空と海と一つになって最高！！でした

出発日９月６日（４泊５日）
会員歴６ヵ月　福澤さん

出発日９月２７日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　伊藤さん

出発日９月２７日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　星合さん


