
 

＜編集後記＞
当社提携旅行会社による１１月以降の航空料金について概算でのご案内をさせて頂きます。紅葉だ
よりに旅心をさそわれる季節！思い出に残るセブの滞在をワールドビッグフォー究極のリゾートで
お過ごし下さい。皆様のお越しを現地スタッフ一同、心よりお待ちしております。尚、連休や年末年始
にかけての発券手続き、また空港内は大変混雑が予想されますので、ご旅行を検討される場合、早期
の手続きをお勧め致します。ご予約及び出発前のご不明な点は、当社旅行担当までお気軽にお問い合
わせください。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集担当　齊藤充彦

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：関・齊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

ナメカタ エイジ

（注）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。
①上記料金は平成27年１０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成田国際空港からは、（14:25分発）及び (19:25分発）の１日２便、毎日運航。
④関西国際空港（大阪）からは、（15:40分発）「月・木・金・日」の週４便運航。
⑤中部国際空港（名古屋）セントレアからは、（15:40分発）「火・水・土」の週３便運航。
⑥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

ごあいさつ
笑顔を誘い健康を育む南国セブ島は、元気溢れる幸福の島。

爽やかに彩る景観に心までも潤う至福の環境は、日本から僅か４時間で渡航でき
１時間程の時差は身体にも優しく、老若男女を問わず上質の満足感へと包み込みます。ご友人との

ご旅行は勿論、ご家族との心に残る最高の思い出づくりにも最適。滞在期間中は現地専属スタッフにより
言葉や移動手段等の心配はなく、健康管理を目的としたお客様も安心してお寛ぎ頂けます。また世界で
注目される日本料理も豊富に味わえ、日本と変わらぬ美味を堪能。南国完熟フルーツや女性に人気の
スイーツも絶品です。この機会に是非、感動の大自然に触れ合い、食事の醍醐味もお楽しみ下さい。

渡航する利便性も益々向上し、更に身近になりましたセブ島ワールドビッグフォー究極の
リゾートへ！ 溢れる笑顔で幸福づくり、健康を育む長寿の秘訣体験をご満喫下さい。
日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の御寄稿、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

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     報
平成27年11月号

１１／０１～０３／３１ ￥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）

広大なる土地３３０万坪を所有する「カモテスリゾート」
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奥信濃より早朝の出発！時間通
りマクタン・セブ国際空港へ到
着。南国の島セブへ連れて行っ
てもらいたいとずっと思ってい
ました。早速セブの海を眺めな
がら島巡りを楽しみました！到
着したパンダノン島では、バー
ベキューを満喫。足、腰しっかり
海水に浸かり、貝等をたくさん
拾い、一時童心にかえり楽しか
ったな。きれいな “くらげ ” がた
くさんいて、カラダが透けて本
当にきれい！でもきれいだけど
触ると刺すんですよね。刺さな
ければ可愛いのに（笑）。次の
日は エ ス テ、生 ま れ て 初 め て
で す。とても気持ちよかった！仲

間がきれいになったのを見て、私も美しくなったかなぁ…と。「刑務所見学」で
は、家族の面会がオープンで受刑者は子供をだっこしたり、和やかでし
た。中庭いっぱいの受刑者のダンス。皆揃っていて見事で感動致しまし
た。毎日のドライブ、窓外は青い海、バナナの花、ココナッツの実のなって
いる木、田植えをしていたり、隣の田では稲刈りをしている。コーラルポイ
ントリゾート敷地内の緑の木々はまた素晴らしく、見渡すかぎり青い海、
素敵な景色の毎日でした。ジンベエザメウォッチング、真っ白な砂の島、
朝の海岸を散歩、みんな生まれて初めての経験！最後の夜のパーティーで
は、「子豚の丸焼き」、そして、たくさんのご馳走、生バンド、ピチピチした
スタッフのダンスと心に残る旅でした。数々のおもてなしをご用意下さっ
たワールドビッグフォーの皆様、現地セブのスタッフの皆様、本当にありが
とうございました。思い出に残る旅が出来、感謝致します。ワールドビッグ
フォーの益々の発展をご祈念致します。

「刑務所見学」では、家族の面会がオープン♪ 受刑者は子供をだっ
こしたり、和やかでした。受刑者のダンスは皆揃っていて見事で感動！

市内観光、エステ、買い物、花めぐり、そして美味しい食事。ゆった
りと休日を過ごし、日本では味わえない優雅な気持ちに浸れました！

２ 年 前 に 続 き、２ 度 目 の セブ
島。今回はジェットスキー、ダイ
ビング、そして “トントン ” で の
マッサ ージを目的 に 出 掛 けて
きました。夜、雨は降るものの、
日中は良いお天気に恵まれ、念
願のボートダイビングに挑戦。１
１ｍ潜り、色とりどりの魚や珊
瑚、海は透明度も高く光降り注
ぐ海 底 に 別 世 界を見て来まし
た。最初は言葉の問題や料金で
のやりとり等、不安もありました
が、想像以上の体験にリフレッ
シュ出来ましたし、現地のダイ
ビングガイドの方の目の優しさ
に癒されたり、ダイビングを凄く愛していることが伝わって来ました。また
セブに行った時には、お世話になりたいです。そして、お昼は前回も食べ
たエビ料理の味付けとビールに満足し、午後からはジェットスキーで海に
出ました。少し波があり私は思うように運転できなかったので、現地の人
に運転を代わってもらい、風を切り海の上を自由自在に走り回り爽快でし
た。友人も水を得た魚の様で、とても楽しそうでした♪快晴の中パラセー
リングをしている人達の気持ちよさそうな様子を眺めながらのジェットス
キーツーリングでした。セブ市内では、トントンで1時間の全身マッサージ
も受け、2 0 0ペソ（約6 6 0円）で至福のひと時でした。私が右腕の調子が悪
いと解ると、丁寧なマッサージで温めてくれ、押し方もツボも的確で、大分
よくなったような気がします。施術してくれた彼女に、日本に一緒に来てもら
い、家族や友人にも受けさせたい程でした。またひとつ良い思い出が出来ま
した。ありがとうございます(*^◯^* )  

ジンベエザメに初対面！

童心にかえり楽しかった～♪ジンベエザメウォッチング、真っ白
な砂の島、朝の海岸を散歩、みんな生まれて初めての経験でした！

２年前に続き、２度目のセブ島！ 念願のボートダイビングで
は１１ｍ潜り、高く光降り注ぐ海底に別世界を見て来ました！

マリンスポーツ♪ セブの思い出

ゆったりサプライズのセブ島
７月１日～５日、晴れ男と晴れ
女の４名が今度こそは「カモテ
ス島」での宿泊をと期待を込め
てマクタン空港に降りると、1日
目から雨と風に見舞われ、海に
は出られず毎日セブ市内などで
「市内観光」「エステ」「買い物」
「美味しい食事」「花めぐり」三
昧。何回も見た場所でも見つめ
直すと勉強にもなり、忙しい日常
から解放され、優しいガイドさ
ん、ドライバーさん、メイドさん
達の心づかいに感謝し、ゆった
りと休日を過ごし、日本では味

わえない優雅な気持ちに浸れました。7月4日は私の60何歳の誕生日♪お昼
は雨で島でのバイキングが出来ない為、コーラルポイントリゾートで食事を
頂く。美味しい料理とワールドビッグフォーからの誕生日ケーキにスタッフ
の皆様や友人の皆様からバースデーソングのお祝いを頂き感激し、そして
夜には「さよならパーティー」。高級ホテルのレストランにて食事を楽しみま
した。ここでもお客様が２００名近くも居る中、ホテル側からボーイさん
やウェイトレスさんによるタンバリン、バースデーソングとケーキのサプラ
イズがあり、ワールドビッグフォーからの素敵な二度のお祝いに吃驚！ま
た、友人の皆様からの祝福に胸がジーンと熱くなり目頭が緩む（ああ我は
幸せなり）。これも行方会長様とスタッフの皆様方の心づくしと感謝を
申し上げます。次回は天候の安定期にセブに行き、珍しい島巡りやマリ
ンスポーツ等を楽しみたいと思います。

今回はジェットスキー、ダイビング、そして“トントン”でマッサージを堪能！
想像以上の体験にリフレッシュ出来、至福のひと時でした♪

2 度 目 の セブ 旅 行！6 月な ので
軽装で荷物が少なく良かった。
今回 7人の旅でした。皆様のお
かげで本当に楽しかった。感謝
でいっぱいです。コーラルポイ
ントリゾートではスペシャルビ
ラへ 宿 泊 することが 出 来 まし
た。到着し荷物を出そうとした
ところ、スーツケースのカギが
壊れてしまい、皆様にご心配を
かけしましたが、外出の折、新
品を買うことが出来て一安心…
と思ったら今度はカギの使用方法が解らず、ガイドのリサさんに大変お世
話になり、ありがとうございました。ジンベエザメの見学、刑務所入所者の
ダンスの見学、無人島でのバーベキュー、海に入ったらクラゲがたくさん
いてびっくり。どれも貴重な体験でした。食事も大変おいしかった。また
セブの市内を一望出来る「トップス」からの夜景も大変きれいでした。最
後の夜のパーティーには前回お世話になったシャローンさん、ベルナル
ドさんも見えて、大変嬉しかったし、楽しかった。メイドの皆様もとても親
切に良くやって下さってありがとうございました。セブのマイナスイオンの
風と毎夜のマッサージのお陰か、痛かった肩もいつの間にか治っていまし
た。セブはいいところです。また行きます！

皆様のお陰で本当に楽しかった！ ジンベエザメや刑務所のダン
スの見学、無人島のバーベキューも堪能！ 感謝でいっぱいです

私の６０何歳の誕生日♪友人、現地スタッフからバースデ
ーソング、美味しい料理と誕生日ケーキを頂き感激しました！

セブはいいところです！ セブのマイナスイオンの風と毎夜のマッ
サージのおかげか、痛かった肩もいつの間にか治っていました♪

出発日６月２５日（５泊６日）
会員歴７年２ヵ月　宮川さん

出発日６月２５日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　下取さん

出発日６月１０日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　山﨑さん

出発日７月１日（４泊５日）
会員歴１７年３ヵ月　宿岩さん
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9 1歳になって、海外旅行ができ

るとは、思ってもいませんでし

た。今回は朝田さんが大丈夫と

太鼓判を押して下さったので、思

い切って参加しました。久しぶり

の海外で、体調を崩し、5日間の入

院をしました。言葉の通じない病

院生活でしたが、朝田さんをはじ

め、通訳のリサさんは4日間も泊り込み、メイドさんもとても親切にして頂

き、とても嬉しかったです。最後の一晩は、別荘で海を眺めながら休む事

もでき、お医者さんにも往診して頂き、日本に帰る事ができました。その

間、メイドさん達はとても優しく、手厚く看護して下さいました。また、飛行

場へ行く途中、朝田さんにおぶっていただき、ラプラプ公園を散策して、地

元のお土産を買うこともできました。あちらに行っている主人に楽しく報

告できます。いろいろありがとうございました。

病人・老人に優しいセブ！ 91歳になって、海外旅行ができるとは、思っ
てもいませんでした♪あちらに行っている主人に楽しく報告できます

コーラルポイントリゾートに泊まり、美しい海や花に感動！ また
空気も美味しく、自然に身体が元気になったように思います！

日本を発つ前に調べたセブの天
気予報は雨でしたが、自称「晴れ
女」の私にはきっと「天気の神
様」がついてくると信じて出発
しました。でもまさかの台風到来
の天気となり、雨風の強い４泊５
日の旅となりました。日頃の疲れ
や雑事から逃れての旅でしたの
で、かえってこの天候は恵 み の
ひと時になりました。気ままな
ショッピングや全身オイルマッ
サージを２日間体験でき、カラ
オケにまで行って気持ちは青春
時代に戻り、気分爽快そのものでした。同じ世代の方との旅でしたから、ど
こにいても話は尽きず、今までの苦労話や現在の地域でのボランティア活
動など、幅広い話題で、知恵や勇気、これからの活力などをお互いに頂き
ました。また、ご一緒した方が誕生日だと伝えると、スタッフの皆さんがお
別れディナーとケーキ付きの素敵な心温まるお祝いがあり、その粋な計ら
いに感激しました。コバルドブルーの海やマリンスポーツなど、今回は期
待していたものは得られませんでしたが、のんびりと過ごすことができ、前
回とは違った心と身体の癒しができました。それにしても半年前に訪れた時
よりも一段と道路が整備され、カラフルに彩られた歩道や花壇、そして町
に溢れる数多くの若者や子供達の姿に、今後益々発展するであろうフィリ
ピンの力強さを感じて来ました。

貴重な体験

突然の言葉の通じない病院生活でしたが、通訳のリサさん、メイド
さんには４日間も泊り込み頂き心から感謝、とても嬉しかったです！

日頃の疲れや雑事から逃れての旅！ 気ままなショッピングや全身
オイルマッサージを体験！この天候は恵みのひと時になりました

雨のセブ、それもまた良し！ 病人・老人に優しいセブ旅行

のんびり至福のセブ島
６泊７日でセブへ。９１歳の母
とその娘３人と夫、総勢７人が
朝田統括さんのご案内でスロー
ライフを楽しみました。台 風 9
号、1 0 号、1 1 号と3 つも洋上に
あり、飛行機が揺れるのではな
いかとか、その一つが襲来する
のではないかとか心配もありま
した。しかしフィリピンまで来な
いで北上して行き、滞在中の海
は少し波が荒かった程度で余り
影響がなく過ごすことができま
した。この時期はフィリピンには
台風は来ないとのこと。私は初
めてのセブなので、セキュリティ

ーの問題や衛生面などいろいろ心配でしたが、生活してみて安全なことが
分かりました。コーラルポイントリゾートに泊まり、美しい海や花に感動
し、また空気も美味しく、自然に身体が元気になったように思います。リビ
ングで朝田統括さんのヨガの指導で3組の夫婦が向き合って手を取り合っ
たり、足裏と足裏を合わせたりして、普段したことがない体験をし、楽しい
時を過ごしました。また、近くには海水プールもあるので、海に出なくて
も気軽に泳げてとても便利でした。海ではバナナボートに乗り、荒波だっ
たので、とてもスリルがあって大満足。また海に潜り、きれいな魚達を楽し
みました。滞在中はメイドさんが朝食を用意し、また、掃除、洗濯など身
の周りの世話をして頂き、何不自由なくのんびり過ごせて、こんな至福
なことはありませんでした。通訳さん、メイドさんに本当に感謝、感謝で
す。またセブに是非行きたいと思っています。

まさかの台風到来でしたが、雨のセブ、それもまた良し！ のん
びりと過ごし、前回とは違った心と身体の癒しができました！

３度目のセブ旅行は、母と3人娘
と連れ合い7名での家族旅行で
す。特に高齢（91歳）の母を連れ
ての旅は、いろんな意味で心配
でした。無事夕方のマクタン・セ
ブ国際空港に到着、お出迎えの
車で食事をとり、コーラルポイ
ントリゾートへ、さっそく母を気
遣い就寝。でも環境の違う部屋
でなかなか寝付けなかったよう
だ。翌朝、母も5時に起床、テラス
からの朝日と海を眺めて嬉しそう。でも大分疲労がたまっていた様子、気
遣っていた矢先、嘔吐がはじまりぐったりしてきました。マクタン病院で診
察、点滴、酸素吸入などの処置をしてＩＣＵに２日間含め、５日間の入院に
なりました。異国の地でこんな事態にパニックになりましたが、ガイドのリ
サさんを始め、メイドさんが病院に泊まり込んで母を看護してくれた。お
陰様で予定より１日遅れで、皆無事に帰国する事が出来ました。大好きなダ
ンスも出来ず、毎日病院通いで終わった旅でしたが、スタッフの献身的な介
護、おもいやり、優しさを沢山いただき、想い出深い旅になりました。スタッ
フの皆さん本当にありがとう！お世話になりました。

今回は毎日病院通いで終わった旅でしたが、スタッフの献身的な
介護、おもいやり、優しさを沢山いただき、想い出深い旅になりました！

のんびり至福のセブ島で夫婦が向き合って足裏と
足裏を合わせてヨガ！ スローライフを楽しみました！

母が急遽入院！ 異国の地での事態にパニックでしたが、皆無事に帰国
する事が出来ました。お世話になったスタッフの皆さん本当にありがとう！

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年５ヵ月　夏目さん

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年５ヵ月　長谷部さん

出発日７月１日（４泊５日）
会員歴２年７ヵ月　中野さん

出発日７月７日（６泊７日）
会員歴３年５ヵ月　村田さん
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セブ島は初めてでしたので、大
変楽しみに出発まで指折り数え
ておりました。きれいな海とお
いしいフルーツくらいの知識し
かありませんでしたが、セブは
夜景も素晴らしく、たくさんの
島がある事に大変驚きました。
気候は空港に着き、日本の蒸し
暑さと似ていて、暑がりの私は、
冷房の効いた車に乗せて頂き
ホッとしました。日本ではなか

なか味わう事の出来ない時間と体験をさせて頂きました。中でも特に忘
れる事の出来ない体験がありました。それは島巡りの途中、海に入った事
です。私は泳げないので、深い海に入る事などありえない事で、そんなこ
と一生出来ないと思っておりました。船のクルーに手を引いて頂き、勇気
を奮って恐る恐るバンカーボートの階段を降り、気付くと海に入っていま
した。顔を付けてと言われ海の中を覗くときれいな魚が見え、別世界の中
へ引き込まれて行きました。出来ないと思っていたことが出来た喜びは、
一生忘れる事がないでしょう。皆さんのお陰です。夢のような４泊の旅
を満喫して帰国致しました。心より感謝申し上げます。

泳げない私が島巡りの途中の深い海に！ 海の中を覗くときれいな魚が見
え、別世界♪ 出来ないと思っていたことが出来た喜びは感動的でした！

昼も夜も目一杯楽しみました！ 食事もフィリピン料理、イタリアン、
日本料理、バイキング等、日替わりで大満足♪ 最高の旅でした！

家族 3人揃っての久しぶりの海
外 旅 行。初めての 4 泊 5 日の セ
ブ旅行はとても楽しいものでし
た。ビデオで観て、お友達から聞
いて、自然の美しさも、お部屋の
広さも、スタッフの皆さんの優
しさも想像してはいましたが、
すべてが想像を超えるものでし
た。台風の影響もありカモテス
島には行けませんでした が 雨
に打たれることもなく、観光ス
ポットを巡り、ショッピングや食
事を楽しみ、南国の花の写真を
撮ったりプールで泳いだり、毎
日マッサージに行ったりと日常
から解放された素晴らしい時を
堪能しました。ガイドさんがご
紹介して下さった現地の料理はとてもおいしく、家族みんな大満足でし
た。マンゴジュースにスープや肉料理、日本では味わえないお料理すべて
おいしくいただきました。出発前の日本の猛暑を経験した後のセブは吹く
風が心地よく、気温は2 7度、2 8度でまるで避暑地に来ていると錯覚するほ
ど過ごしやすく、波の音、色とりどりの花が風に揺れる光景に心癒される
時を過ごしました。旅の前には長いと感じていた 4泊 5日でしたが、行っ
てみると「あっという間」に過ぎてしまい、今度は長期滞在したいと思って
います。たくさんの経験とたくさんの楽しい思い出ができました。帰りの飛
行機ではすでに次回のセブ旅行計画の話で盛り上がり、家族みんな次のセ
ブ旅行に心はせていました。現地スタッフの皆さんの心づくしのおもてなし
と事務局スタッフの皆さんの出発前の様々な手配等に心から感謝を申し上
げます。ありがとうございました。そして、ワールドビッグフォーを紹介して
くれた友人にも心からの感謝をお伝えします。ありがとうございました。

満喫のセブ旅行

夢のような４泊の旅を満喫！ 日本ではなかなか味わう事の出来
ない時間と体験をさせて頂きました！ 心より感謝申し上げます

たくさんの経験とたくさんの楽しい思い出ができました！ 事務局スタッ
フの皆さん、出発前の様々な手配等に心から感謝を申し上げます

楽しいセブ旅行 夢のような５日間

思い出のセブ
３５年前、娘達と初めての海外
旅行がマニラ＆セブ島でした。
変わったであろうセブ島を見た
くて参加しました 。空 港 に 着 い
て 驚 い たことは、建物は勿論、
道路、車の数。夜になっても大勢
の人が外に出ていて、びっくりし
ました。また展望台（トップス）
から見たセブの町の夜景は想像
も出来ない程素晴らしく感動し
ました。昔は裸の子供が多かっ
たのに、今は学校に制服を着て
カ バ ンを 背 負って靴 を 履 いて
いる姿を見て、日常の生活もハ

イレベルになっている事に驚きました。又、コーラルポイントリゾートは別
世界。お部屋も素晴らしく毎日ベッドメーキングされ、ゴージャスな気分
にさせて頂けました。メイドさんが作る朝食も美味しくて朝から幸せでし
た。昼は美容室、エステ、マッサージ、買物。デパートも高級品が並べられて
いて、お客様も多く驚きでした。夜はニューハーフショー、ダンス、カジノ、
目一杯楽しみました。食事もフィリピン料理、イタリアン、日本料理、バイ
キング等、日替わりで大満足でした。３日目はバンカーボートでパンダノ
ン島へ、青い空と青い海、初体験のシュノーケルを付けて真っ青な海の中
へ。お魚とお友達になれたかと思う程沢山の魚と出会えました。今回もま
た新しい思い出が出来ました。夢の様な日がこのまま終わらなければ良
いと思う程でした。スタッフの方々には心から感謝申し上げます。最高
の旅でした。ありがとうございました。

波の音、色とりどりの花が風に揺れる光景に心癒される時♪長い
と感じていた4泊5日でしたが、行ってみると「あっという間」でした！

この度、初めて4泊 5日でセブに
行ってきました。空港に到着す
るとガイドさんが待っていてく
れて、すぐにホテルへ送ってもら
いました。コーラルポイントリゾ
ートの話は聴いていましたが、
想像以上に立派なリゾート施設
でした。目の前は海が広がり、各
居室にシャワールームが完備さ
れ、今まで泊まった場所の中で
一番感動しました。滞在期間中
は、天候があまり良くなかったため、当初予定していたカモテス島に行く
事ができませんでしたが、ガイドさんにセブの中心地を案内してもらいシ
ョッピングやマッサージ、食事などを満喫させていただきました。マッサー
ジは日本では考えられないくらい安く、1時間日本円で5 0 0円くらいでした
ので、毎日行かせていただきました(笑 )。是非、次回はカモテス島へ綺麗な
海を見に行きたいと思います。このような楽しい旅行ができたのも「ワー
ルドビッグフォー」のおかげです。たくさんの楽しい思い出ができまし
た。本当にありがとうございました。そして、いろいろとお世話して頂い
たスタッフの皆さん、ありがとうございました。

初めて4泊5日でセブに行ってきました! このような楽しい
旅行ができたのも「ワールドビッグフォー」のおかげです！ 

コーラルポイントリゾートは別世界！ お部屋も素晴らしく毎日ベッドメー
キングされ、ゴージャスな気分♪朝食も美味しくて朝から幸せでした！

今まで泊まった場所の中で一番感動! 想像以上に立派なリゾート
施設でした。いろいろとお世話して頂いたスタッフの皆さん、ありがとう

出発日８月５日（４泊５日）
会員歴５年８ヵ月　高梨さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴７ヵ月　半谷さん

出発日８月５日（４泊５日）
会員歴５年８ヵ月　高梨さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　小島さん
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家族みんなでセブ島に行きまし
た。２日目のシーウォーカーは、
はじめ海にもぐると耳が “ キー
ン ”と痛くなり不安になったけ
ど、耳から空気を何回もぬくと
だいじょうぶになりました。海の
中は、すごくキレイでエサの入
ったケースを振ると、たくさん
の魚が私の周りに集まってきて
すごく楽しかった で す。あと、
パラセーリングは、お父さん、お

母さん、私の３人でやりました。すごくたかくまで上がり、遠くの島まで見
えてよかったです。けど、お父さんの体重が重かったせいか、かたむいて
すこしこわかったです。あと、バナナボートやシーカヤックも楽しかったで
す。次の日の島めぐりは、あさいキレイな海でシュノーケリング、どこへ行
ってもたくさんのカラフルな魚たちやヒトデがいて、いつまでもここにい
たいと思いました。セブ島は、くだものがとてもおいしく、私はマンゴー
がにがてだけど、バナナは、いままでで一番おいしかったです。あと、ジ
ュースもおいしかったです。またいつかこのセブ島に来たいです。

家族みんなでセブ島に行きました! パラセーリングや島めぐりで
シュノーケリングを楽しみ、いつまでもここにいたいと思いました！

ジンベエザメにも大興奮！ 海にプールにマッサージにと大人から
子供まで皆がそれぞれ楽しむ事ができるセブ島は本当に魅力的！

どこまでも青く澄んだ海と空！気
品溢れるスペシャルビラ！甘い
香りの白い花、幸せを呼ぶ黄色
の 花 が いっぱ い 咲 いている夢
と感動の別世界でした。忙しい
日々から離れ、私は「この日、こ
の時を思いっきり楽しもう！！」
そう心に決めて出発したセブ旅
行でした。去年の大晦日に大き
な事故で車は大破！奇跡的に右
腕だけの負傷で済み、私 は な ん
て強 運 な のでしょう！介護でど
こにも行けなかった私を、「セブ
に行きませんか？」と誘って頂
き、今夏４泊５日の夢のような
楽しい体験をさせて頂いたのでした。生まれて初めての一生に残る楽しい
思い出の数々を充分に堪能する事が出来ました。最高のスタッフと素晴ら
しい２人の女性と貴社に心から感謝申し上げます。その時、その時を味わ
う！まさにLE T  I T  B Eの世界でした。セブに到着して夕食後、休まず即ダン
スホールへ。こんな元気なグループは初めてだと言われました（笑）。結果両
足の皮が剥けてしまう程、サンダルで踊ったナイトフィーバー！セブ一番の歌
手と思い出の記念撮影。ニューハーフショーやスパ、エステ、シーウォーカ
ーにトップスの夜景の美しさ。この感動を誰に伝えようか !！エステでは
１０歳も若返ったと絶賛されました。戦後７０年、海と空に散っていっ
た若き獅子達のために仏花をレイテ島に向かって献花して手を合わせた
事も忘れられない思い出の一つになりました。感動し感激し、健康に感謝
出来た素晴らしい旅行でした。また行きたいと思っております。

贅沢な最高の旅

シーウォーカーで歩いた海の中は、すごくキレイでたくさん
の魚が私の周りに集まってきてすごく楽しかったです♡

戦後７０年、海と空に散っていった若き獅子達のために仏花を献花。
最高のスタッフと素晴らしい２人の女性と貴社に心から感謝！

あの素晴らしい感動をもう一度 楽しかったセブ島

家族みんなで常夏の島セブへ！！
猛暑の続く日本を脱出して常夏
のセブ島へ！！どれほどの暑さな
のかと心配しながらの出発でし
たが、常夏のセブ島には爽やか
な風が吹きわたり、とても快適
でした。私たち家族が訪れたの
は雨季の８月。さらに台風の影
響もあり、雨が降ったり、風が吹
いたりの天候でした。しかしそ
んな天候も全く気にならないほ
どの楽しい旅となりました。これ
も到着の時から全ての工程に付
き添い、心配をして下さったガ
イドのミキさんや超絶技巧のド

ライブで私たちを安全に案内して下さったドライバーの方々のお陰であ
ったと思います。更に、コーラルポイントリゾートのなかでは多くのメイド
さん方にお世話頂き、日本での日常を忘れゆったりとした気持ちで過ご
す事ができました。心より感謝です。ジンベエザメのアクティビティーでは、
目の前を泳ぐジンベエザメに大人も子供も大興奮でした。日本では体験す
ることのできない貴重な体験となりました。海にプールにマッサージにと
大人から子供まで皆がそれぞれ楽しむ事ができるセブ島は本当に魅力的
なところだと感じました。今回は天候の影響で出来なかった事もありまし
たが、次回の時までの楽しみにとっておきたいと思います。美しい海と自
然、おいしいフルーツとビール！！そして何よりゆったりとした時間の流れ
の中で出会ったセブの人々の温かい笑顔を忘れません。すばらしい旅が
出来た事に心より感謝です。皆様、ありがとうございました。

「この日、この時を思いっきり楽しもう！！」と両足の皮が剥けてしまう
程踊ったナイトフィーバー！セブ一番の歌手と思い出の記念撮影♪

私達夫婦と子供たち２家族、１
３名の家族旅行です。下は小学
校３年生、上は高校生、大人６
名の旅行です。うち海外旅行は
９人が初めてで、皆パスポート
の取得、旅行の用意等々、大変
な騒ぎでした。サロンバスを仕
立て、４泊５日セブ・マクタン島
への出発です。成田空港で朝田
さんと合流して、案内を頂きなが
ら、旅の始まりです。到 着した 夜
のレストランでの南国の果物、
ジュースの美味しさは最高で、生涯忘れることが無いと思います。コー
ラルポイントリゾートの施設も最高でした。Ａ棟４階、５階、６階を利用さ
せて頂きました。６階で頂く朝食は “ 素晴らしい ” の一言でした、子供た
ちは朝早くから夜遅くなるまでプールや海で泳ぎ、最高の思い出が出来
たと思います。２日目は、船からのパラセーリング、バナナボート、シーウ
ォーカー。３日目に船で出かけ、途中で子供たちに海中遊泳を楽しませて
頂き、海の楽しさを教えて頂きました。最後の夜には、心温まる晩餐をして
頂き、夢の様な楽しい一夜を過ごさせて頂きました。同伴頂きました朝田
さん、案内頂いたガイドのリサさん、運転手さん、メイドの皆さんの心温ま
る対応に心より感謝申し上げます。

現地スタッフの心温まる対応に心より感謝！ 子供たちは朝早くから
夜遅くなるまでプールや海で泳ぎ、最高の思い出が出来たと思います

美しい海と自然、おいしいフルーツとビール！！ そして何よりゆったりとし
た時間の流れの中で出会ったセブの人々の温かい笑顔を忘れません

総勢１３名の家族旅行！皆パスポートの取得、旅行の用意等々、大変
な騒ぎでしたが、セブ旅行で家族一丸となって、本当に感無量でした！

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　中村さん

出発日７月２７日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　中村さん

出発日８月２１日（４泊５日）
会員歴３ヵ月　村田さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年３ヵ月　山浦さん
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ある日矢澤さんからワールドビ

ッグフォーという会社を紹介し

て頂きました。そしてセブ島の

お話しを聞きました。セブ島っ

てどこ？から始まって、勉強不足

で何も知らない私にとっては全

て未知の世界。「セブ島へ行こ

う！」と言われても不安で一杯で

した。しかし実際に行ってみる

と広大な海が優しく穏やかな姿で歓迎してくれたのです。テレビの映像で

しか見たことのない景色が私の目の前に広がっていて感激しました。池上

さんも私達を一生懸命楽しませて下さるように、その日その日の計画を練

って下さり、とっても充実した５日間になりました。旅して下さった仲間の

方達もとっても良い方達で私は幸せでした。コーラルポイントリゾートで

はかわいらしいメイドさんが親切にして下さり、洗濯までして頂いて、感

謝感謝で一杯でした。このような旅行は私にとって初めてでしたので、驚

きで一杯でした。スタッフの方々、全ての方々に感謝致します。

とっても充実した５日間！ 仲間の方達もとっても良い方達で
私は幸せでした。スタッフの方々、全ての方々に感謝致します！

相変わらずの人の多さに驚き！ 原色の色彩が一面に施された
壁などが沢山あり「何かの模様なのか？」と疑問にもなりました！

待ちに待ったセブ旅行（８月４
日から５泊６日）。山浦さんのご
案内で、子供たちを含め計１２
名で参加させて頂きました。普
段の生活では体験出来ないこと
の連続でした。ジンベエザメと泳
いだり、マッサージ三昧、楽しい
毎日を過ごさせて頂きました。
子供たちもセブのおだやかな気
候の中でプール、海、世界の大富
豪の別荘での生活を楽しみ、本当
に満喫している姿が見れて嬉し
くなりました。中でもスタッフの方々の “あたたかさ”にふれ、より一層セブ
を楽しめたと思っております。最後の夜のパーティーが一番思い出に残って
います。生バンドの演奏、メイドの皆さんのダンス、非常に楽しい雰囲気で
自然と私達の体も動いて、日本では絶対踊らないと思うけど、皆で踊りまし
た！子供たちも楽しくて笑顔がはじけていて素晴らしい時間を過ごさせて頂
きました。ガイドのミキさん、ドライバーさん、メイドの皆様、大変お世話に
なりました。初めてのセブで少し不安もありましたが、スタッフの方々のあ
たたかさにふれ、今では楽しい思い出しかありません。またセブ島旅行に来
られるように、スタッフの皆様に再会できる日を楽しみにしております。あり
がとうございました。「ダグハンサラマット！」

願いが叶った感謝の旅

「セブ島へ行こう！」と言われて行ってみると、広大な海が優し
く穏やかな姿で歓迎してくれました！足裏ケアも最高でした♪

最後の夜のパーティーでは皆で踊りました！ 子供たちも楽しくて
笑顔がはじけていて素晴らしい時間を過ごさせて頂きました！

人の“あたたかさ”にふれたセブ旅行 「セブ島へ行こう！」

安心して楽しめるセブ旅行
今 回 は 娘 の 嫁ぎ先 のご 両 親と
４ 人 で セ ブ に 行 っ て 来 ま し
た 。金沢経由で名古屋の中部国
際空港（セントレア）から出発！
セントレアからセブへの直行便
が出来て初めて利用するフライ
トで、当日受付カウンターに到
着すると搭乗者はたったの 1 0
数人程しか居なく、「この少ない
人 数でこのままセブ へ 飛 ぶ の
か？」と少し心 配 になりました
が、他の飛行機会社との共同運
航とのことで、ほぼ満席の状態
で出発しました。いままで利用
していた成田空港よりも大分楽

に行き来できるセントレアからの便が整い、本当に助かりました。セブ島へ
到着すると、翌日からボホール島や、パンダノン島のバーベキュー、水上
バイク、ショッピングと久しぶりのセブを満喫しました。特にボホール島船
上バイキングでは、これまでと違い、原住民の方々の歓迎を受け、太鼓（ド
ラム缶）をたたいたり、少女が抱く大きな蛇やイグアナに驚いたり！と楽し
いひと時を過ごしました。マクタン島も相変わらずの人の多さに驚きます
が、町の様子も少しずつ変わって来ました。写真にある様に原色の色彩が
一面に施された壁などが沢山あり「何かの模様なのか？」と疑問にもなり
ました。コーラルポイントリゾートに行く途中のフルーツスタンドで、本場
のマンゴーを沢山買い込み、思いっきり食べられたのも心に残りました。今
回もガイドさん、ドライバーさん、メイドさん達にはお世話になりました。
また、安心して楽しめるセブ旅行を陰で支えてくれるワールドビッグフ
ォーの会社の方々に心から感謝致します。ありがとうございました。

セブ旅行は普段の生活では体験出来ないことの連続！ ジンベエザメ
と泳いだり、マッサージ三昧、楽しい毎日を過ごさせて頂きました♪

去年 9月初めてのセブ旅行に行
き、2 回目が半年後に来るなん
て思っても見ませんでした。幼
なじみ の 森 谷さんにセブ に行
ってきた話をした所、私も行っ
て見たいという事になり、早速
入会して３月に行ってくる事に
なった訳です。まさかまた直ぐ
にセブに行かれるなどとは思っ
てもいませんでした。しかも幼
なじみと一緒で本当に夢の様で
した。コーラルポイントリゾート
の窓から見えるブーゲンビリア
が満開で、それは美しい光景で
した。今回はカモテス島のお祭り
がメインでしたが、今年は学校
の都合で早くに終わってしまっていて、残念ながらお祭りを見る事が出来
ませんでした。でもそれが私達にとって最高の旅にしてくれました。それと
言うのも、予定を変えた事で、前月息子の家族がセブへ来た時と全く同じ
コースを辿れたのです。ご一緒して下さった池上さんに「ここの砂の上に
龍ちゃんが寝てたんだよ」「ここの海に親子４人で入ったんだよ」「チョコ
レートヒルの長い階段を抱っこして登ったんだよ」「ターシャも見たんだ
よ」と教えられ、息子がずっと孫に「海を見せて、海に浸けてやりたい」とい
う願いが叶ったんだと感激で胸が一杯になりました。孫は障害の為目も見
えませんが、きっと心の目に焼き付けたと思います。それにしてもずっと面
倒を見て頂いた池上さん御夫婦（特に奥様）、会社の方々、ガイドのミキち
ゃん、運転手さん、メイドさん達、フィリピン航空には特別な計らいをして
頂いたそうです。本当に本当に感謝の気持ちで一杯です。多分一年以内に
はまた訪れる事になると思いますが、新たな感動がある事でしょう。本当
にありがとうございました。

前月息子の家族がセブへ来た時と同じコースを辿り、息子
の孫へ思いや願いが叶ったと実感出来た感謝の旅でした！

久しぶりのセブを満喫しました！ フルーツスタンドで、本場のマン
ゴーを沢山買い込み思いっきり食べられたのも心に残りました！

今回は、幼なじみと一緒で本当に夢の様で感謝の気持ちで一
杯です！ 多分一年以内にはまた訪れる事になると思います♪

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴８年　矢澤さん

出発日３月１７日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　森谷さん

出発日８月４日（５泊６日）
会員歴１年３ヵ月　小山さん

出発日５月１６日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　三室さん


