
 

＜編集後記＞
「食欲・行楽・読書etc…」楽しみいろいろ実りの秋！！セブ島・ワールドビッグフォーリゾートでは、滞在中、専属通
訳・ドライバー、また宿泊施設ではメイドスタッフが会員の皆様の滞在を毎日サポート致しますので、セブ島の海を
眺めながら「贅沢なひと時」をご満喫頂けます。もちろんセブの実り、多彩な完熟フルーツはオススメです！是非、
ご家族・ご友人と思い出に残る素敵なひと時をワールドビッグフォーリゾートでお過ごし下さい。ご予約は約４ヵ月
前（ピークシーズンは更に早め）なるべく早期でのお手続きをお勧め致します。出発前のご不明な点は、ご旅行マ
ニュアルまたは当社旅行担当まで、お気軽にお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　編集担当　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：齊藤・伊藤

人生観が変わる究極のリゾート！

（注1）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。
（注２）成田―セブ線、及び名古屋―セブ線の出発時刻が１０月３０日より上記の通り変更となりました。
①上記料金は平成２８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

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）

～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

ナメカタ エイジ
会長　行方　栄治

ごあいさつ
南国の爽やかな環境で若返りの人生体験を究極のリゾートで！

素晴らしいひとときに笑顔へと満たされるセブ島は、私達の人生観をも変えて
しまう程の世界でも有数の大自然の宝庫。日本から僅か４時間で渡航でき、１年を通して

温暖で優しい環境は、皆様のご旅行日程を選ばず思う存分にご満喫頂けます。また癒し安らぐ滞在は
老若男女を問わず楽しむこともでき、セブ島の大自然の恩恵は、皆様にとって最高の思い出として
いつまでも心に刻み込むことでしょう。笑顔が健康を育み、幸福へと導く最良のセブ島ワールド
ビッグフォー究極のリゾートへ！マリンスポーツは勿論、エステやマッサージ、ショッピング
お食事等、ご家族やご友人と充実したプランで笑顔が溢れる元気三昧体験をご堪能下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

会     報
平成28年11月号

秘境の楽園バディアンゴルフリゾート　珊瑚礁の海と一体になったプール

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～

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４７９
ＰＲ４０９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日
毎　　 日 

出  発  時  間
１４：２５
０９：１５
１５：２０
１５：２５



1 2

今回、田邉さんと一緒にセブへ行く事
が先に決まり、母はどうしようと悩みま
したが車椅子を会社が用意してくれる
事と高齢者に優しいリゾートと聞き、思
い切って申し込みました。足もだいぶ
弱くなった母が行く事で，妹も急遽会
員になり、４名でのセブ旅行になりま
した。普段は仕事で疲れが溜まってい
るのでのんびりして来ようと思いまし
たが、せっかく来たのだからと欲が出
て、いろいろと案内をして頂きました。
お天気が良くないと行けないので、２

日目に島へ行きバーベキュー、母は舟に乗る前から３人の男性に守られながら舟に乗りま
した。私は十年ぶりに水着になり、母は８３才で水着になりました。夜はニューハーフ
ショーへ、沢山の子供のお客様もいてビックリ。踊りは勿論、コメディーやマジック、日本語
の「涙そうそう」の口パクに感心したり、笑ったり、一緒に記念写真もパチリ！ボホール島へ
は片道２時間位の船中で映画を観ながら、お水をもらったりナッツのサービスもありまし
た。船上バイキングをしてジャングルクルーズを体験。バンドの歌は日本語の「乾杯」を歌っ
てくれた海辺の流しさんより上手に歌って何ヵ国語もの歌に感激しました。移動中は運転
手さんが頭を車にぶつけない様、乗り降り毎にガードしてくれて、通訳さんは母の手をずっ
と取ってゆっくり歩いて補佐してくれ助かりました。自分も楽しむ事が出来、感謝感謝で
す。皆様にはお世話になり楽しい思い出になりました。またセブに行きたいです。Ｓｅｅ ｙ
ｏｕ ａｇａｉｎ．

４人でのセブ旅行、のんびりしようと思いま
したが、ついつい欲が出てしまいました♪

初めてのボホール島、ターシャがとても
小さく可愛かったです。これはニセモノ

信州を６月１１日に、総勢１４名で出発、
マクタン・セブ国際空港に無事到着。
５泊６日の旅の始まりです。空港を出
た時のムッとする熱気、「あ～セブに着
いたんだ」と実感。フィリピン料理を夕
食に頂き、コーラルポイントリゾートの
門をくぐりビラに到着。沢山のメイドさ
んが笑顔で出迎えて下さいました。Ａ
棟６階に集まり、部屋割、明日の打ち合
わせをし、我家族はA棟４階の部屋を
お借りする事に、広々としたリビング、素敵な部屋、一日の疲れもありさっそくシャワーを浴
びベッドに。翌朝は爽快に目覚めました。早朝、メイドさん達の作って下さる美味しい朝食
を頂き、主婦業から解放された幸せな日々でした。孫の初めての海外、鼻水を垂らし、熱も
あり病院へ。この時も通訳のダイアナさん、ドライバーさんが親切にして下さり、心配はあ
りませんでした。とても心に残る楽しいセブ旅行でした。主人は「また行こう」と次回はさら
に日数を増やして行きたい様です。お世話になった方々、ありがとうございました。感謝し
ております。スタッフの皆様、ありがとうございました。

セブ島の歴史を訪れて

私は１０年ぶり、母は８３才で水着披露！！

親子で幸せ～！！ とても心に残る楽しい
セブ旅行でした♪孫は息子の背中です！

幸せ！！楽しかったセブ旅行 車椅子を借りて母と旅行

時の流れに身をまかせ♪
今回は主人を含めて友人と新しい仲間
８人での旅行でした。成田空港で初顔
合わせをする方もおり、前回とはすっか
り変わり時の流れを感じました。夜、マ
クタン・セブ空港へ到着。空港も新しく
なり、出口から長く歩いたところにリサ
さんが迎えに来ていました。近くのセ
ブ料理店で乾杯し、コーラルポイント
リゾートへ向かいました。そこにはメイ
ドさん達が出迎えてくれていました。オ
イルマッサージで一日の疲れを取って
幸せ。朝はメイドさんが朝食を作ってく
れました。パンダノン島へ出発。パンダ

ノン島ではのんびり貝殻集めをしました。バーベキューはとても美味しかったです。犬も
よって来ました。廻りは若い人であふれていました。午後はネイルとフットケア、みんなでワ
イワイ話して楽しかったです。またボホール島へは初めて行くのでワクワクでした。船の中
は寒かったです。チョコレートヒルを見たり、ターシャを見たり、ターシャはすごく小さく可
愛かったです。ランチクルーズでは歌に合わせ現地の人が踊り、それにはびっくりポンでし
た。マッサージをしてイタリアンワインを飲み、ほろ酔い気分になりました。４日目は主人が
パラセーリング、シーウォーカーなどのマリンスポーツへ出かけた後、友人と二人でデパー
トへ出掛けました。夜はおしゃれをしてパーティー、生バンドにリクエスト曲を演奏してい
ただいたりして楽しみました。あっと言う間の４泊５日でした。同行した友人には大変良く
して頂きありがとう感謝です！ドライバーさん、リサさんお世話に成りました。

生まれて初めてプールで水遊び♪
水を怖がらず楽しんでいました！

セブ島は若者達が集うリゾート地とい
う印象が強く、何となく逡巡としていま
したが、フィリピン最古の都市であり、
歴史的遺産も数多く残されている事
を知り、初めてのセブ観光は歴史を訪
れる旅にしようと思いました。先ず案
内されたのは、フィリピンの歴史が一
目で分かるという「HERITAGE」大きな
記念碑（像）のある場所でした。そこに
はキリスト教布教の様子や、布教の為
にマクタン島を目指したマジェランと、
マクタン島の首長ラプラプとの戦闘の
模様を表した像もありました。首長のラプラプは、侵略者を撃退した英雄として、今も尚市
民に崇められているとのこと。一方、マジェランの建てた木製の十字架が奇跡を呼び万病
に効くと信じられ、マジェラン・クロスの八角堂に安置（複製）されており、祈りを捧げる市
民の姿が見受けられました。次はサントニーニョ教会、サンペドロ要塞を見学し、スペイン
統治時の古民家を車窓で眺めながらボホール島に向かいました。２１４段の石段を登りつ
め、展望台から眺めたチョコレートヒルの奇観、まるで別世界に来た様に思いました。４泊
５日の旅を終え、青い空と大海原の中をクルージングしたこと、原始猿ターシャとの対面、
日本の戦後を思わせる様な活気溢れた街、マンゴーの美味しかったこと、現地の人々の笑
顔などなど…。楽しく思い出されます。初めてのセブ島「ダグハン・サラマット」

南国の早朝、４泊５日の旅を思い出しながら…
初めてのセブ島「ダグハン・サラマット」

主人含をめて友人と新しい仲間８人での旅行
でした！ 島ではのんびり貝殻集めをしました！

十字架が奇跡を呼び万病に効くと信じら
れるマジェラン・クロスの八角堂前にて！

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　田邉さん

出発日６月１３日（４泊５日）
会員歴２年４ヵ月　小沼さん

出発日６月１１日（５泊６日）
会員歴１年１ヵ月　渡邉さん

出発日６月１６日（４泊５日）
会員歴５年１０ヵ月　武藤さん
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再度セブを訪れる機会に恵まれて、と
ても嬉しかったです。今回は６人で、
５月２４日元気に出発しました。セブ
の町は、前回訪れた時よりもはるかに
活気付いていました。日本の少子化と
は対象的です。朝、仕事に行く人達も
皆若いし、女の人はとてもきれいでス
タイルも良くビックリしました。でも私
達６人もセブの人達には負けていま
せん。私達の本当の年はいくつだった
のかしら？２５歳「まさか」、３５歳？
「あー４５歳だっだね！」なんて大笑い

しながら４泊５日、昼も夜も大騒ぎでした。フィーバーしまくりです。２日目、マリンスポー
ツ！海に潜り、空も飛び、バナナボートにまたがり、カヌーを漕ぎ、海遊びのフルコース。次
の日はボホール島に出発。「新潟から佐渡へ行くんじゃないかな…」（笑）昼食はクルーズ
で風に吹かれ心地良い時間でした。４日目、スタッフと一緒にバーベキューへ舟で出発。
海の青、空の青、この青い海はセブの宝だと思いました。この宝の海を仲間と一緒に過ご
せてこの上ない幸せを感じました。その夜はさよならパーティー。とっても楽しいのです
が、「明日は帰るのか…」とさみしくなる時でもあります。日本ではこんなに無心になって
楽しく遊ぶ事は出来ません。みんなワールドビッグフォー皆様のおかげと大変感謝してお
ります。思い出に残るいい旅をする事が出来ました。有難うございました。「あっ、忘れると
ころでした」マンゴージュース、食事はすべて花丸でした！ご馳走様でした。

夜はさよならパーティー♪とっても楽しいのですが、
明日は帰るのか…とさみしくなる時でもあります

現地スタッフの皆様に身の回りのお世話
をしていただき、本当にありがたかったです！

今回で二度目の参加となったセブの
旅では、前回の時にはできなかった事
ができ、大満足の旅となりました。又、
前回よりも滞在期間が長かった事も
あり、いくつかの島を巡るチャンスも
ありました。訪れた島は、キルトの島や
ボホール島でしたが、島でしか味わう
事のできない美しい海や景色に出会
うことができました。又そこで迎えて下
さる地元の方々もとても親切で、旅が
さらに楽しいものとなりました。キルト
の島では地元の珍しい貝のバーベキューを頂き、美しい海で童心にかえり思いきり遊ぶこ
とができました。これぞ南国の海という感じの青い海と白い砂浜に、日焼けする事も忘れ
て時を過ごしました。ボホール島ではチョコレートヒルズや可愛らしいターシャに会いま
した。移動の時間は多少掛かりますが、チャンスがあれば一見の価値ありだと思います。
セブ島での楽しみのひとつにはマッサージもあります。遊び疲れた体をオイルでマッサー
ジしていただきました。遊び→疲れ→マッサージ→食べて飲んで、また遊ぶ！！日本では
ちょっと考えられないこのサイクルに、南の島で心も体もリフレッシュし、充実感でいっぱ
いの７日間となりました。それにしてもこのわがままな思いをサポートして下さった通訳
のダイアナさんやドライバーのフランシスさんには感謝の気持ちでいっぱいです。おかげ
様で楽しく心地良い旅ができました。ありがとうございました。

２度目のセブは娘夫婦と一緒に！！

海の青、空の青、この宝の海を仲間と一緒
に過ごせてこの上ない幸せを感じました！

南の島で心も体もリフレッシュ！ 遊び→疲れ→マッサージ→
食べて飲んで、また遊ぶ！！充実感でいっぱいの７日間でした！

南の島を大満喫！！ ２度目のセブ

思い出のセブ旅行
楽しかったセブ島。今、何日か過ぎ、青

く澄んだ空と、海を思い出しています。

私たち６名での楽しい思い出は、日を

追うごとに頭に浮かんでは消えて行き

ます。はじめてのパラセーリング、空か

ら見る島々が本当にきれいだった事、

シーウォーカーの美しい魚達が寄ってきて、魚に指をかまれた事。現地スタッフ皆様の優

しさや、身の回りのお世話までしてもらい、本当にありがたかったです。また機会があった

ら、もう一度行ってみたいと思います。これからも、ワールドビッグフォーが、益々発展され

ますよう、期待申し上げます。私達に楽しいセブ旅行をありがとう御座いました。

今回で二度目の参加！ 滞在期間が長かった事
もあり、いくつかの島を巡るチャンスもありました！

昨年に引き続き、今回はお休みのとれ
た娘夫婦と一緒に２度目のセブとなり
ました。私達２人は成田空港から、娘
夫婦は中部国際空港からそれぞれ出
発し、マクタン・セブ空港で合流、コー
ラルポイントリゾートに到着しました。
昨年お世話頂いたスタッフの皆さん
の温かいお出迎えを頂き、何か家に
帰って来たような気分で、エメラルド
グリーンの海原を眼下に、本当に落ち
着いてゆったりとしたリゾートライフを楽しむことができました。滞在中はずっと晴天で、
泳いだり読書をしたりのほか、マッサージ三昧、フィリピン料理、海鮮料理、イタリアン等お
いしい食事を存分に楽しめました。娘夫婦は、２人共海外は初めてでしたが、セブのリ
ゾートライフなるものをそれなりに楽しんで、仕事の都合もあり、私達より１日早く帰国し
ました。最終日は２人でシーウォークに出かけました。熱帯魚がきれいで、海の女神と一
緒に良い思い出の写真も撮れました。海はエメラルドグリーン、気候は暖かく、食べ物は
いろんな国の料理があり、どれも美味しくて果物は豊富。おまけに日本からたった４時間
で行け、時差もほとんどなく、否応無しに人生のカウントダウンに入っている私たち２人に
は、セブはこれからもまた行きたい素晴らしいリゾート地になりました。

シーウォークに出かけました！ 熱帯魚がきれいで、
海の女神と一緒に良い思い出の写真も撮れました！

楽しかったパラセーリング、右が私です！娘夫婦と２度目のセブ！！ 本当に落ち着いてゆっ
たりとしたリゾートライフを楽しむことができました！

出発日４月２３日（４泊５日）
会員歴２年２ヵ月　安達さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴４年３ヵ月　齋藤さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年３ヵ月　山浦さん

出発日５月２４日（４泊５日）
会員歴１年５ヵ月　近藤さん
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マクタン・セブ空港で通訳のシャロー
ンさんとドライバーのベルナルドさん
に、海外単身赴任で久しぶりに帰って
きた時のように“ただいま”と言って旅
は始まりました。長男家族と妻、そして
高校時代からの友人の総勢６人で、長
男達は４泊、私と友人は７泊です。今
回は２歳に満たない孫もいるためゆっ
くり旅としました。初めて訪れた長男家
族と友人のため、定番の市内観光、そし
てマリンスポーツ、アイランドホッピン
グと５日間割り振りました。そして５日
目は帰国組と私達ボホール島組に分

かれ、あと２日はカモテスリゾートに行き1泊しました。特に今回の旅はメイドさんに何回も
食事を作ってもらってご苦労をかけましたが、とても美味しく有り難かったです。また、カモ
テスリゾートへ行く船を走らせながら水上で炭を熾し、魚・肉を焼いて昼食を作るという離
れ業を見てびっくりしました。そしてカモテス島の市場で材料を購入し、メイドさん達に料
理してもらった全員での夕食は楽しかったです。また帰国前日にはＪＷＢホテルへ行き“Ｑ
Ｑイングリッシュスクール”の様子を見ました。ワールドビッグフォーの倉田さんにもお会い
して説明を受けました。100人の生徒に100人の先生がいる、その他30人以上もＪＷＢホテ
ルの従業員を再雇用してもらったとのことでした。セブ市内にあるＱＱの日本へのオンライ
ン英会話学校を含めると700人の先生がいるという話も聞きびっくりしました。年に１度の
セブ訪問の計画が今回は少し間があいてしまいましたが、同じ所へ行ってもいつも新しく
なっているのがセブです。毎回行くのが楽しみです。

船を走らせながら水上で炭を熾し、
魚や肉を焼いて食べました♪

ジェットスキーやパラセーリング等のマリンス
ポーツ、また射撃体験もとても楽しかったです！

フィリピンは梅雨期とのことで天候が
心配でしたが５日間晴れ。同行した姪
の仕事の関係で４泊５日の日程で無
事行って来ました。名古屋セントレア
空港では、セブからの到着便の遅れに
より、こちらも出発が２時間遅れ、その
ためフィリピン空港から一人千円の食
事券が出て、食堂でウナギの「ひつま
ぶし」を安く食することができました。
一人千円で100人分として10万円、航
空会社も大変です。マクタン・セブ空
港では、前回客引きにまんまと1000円
のチップを献上したので、今回は無
視。1日目、到着が遅かった為、宿泊地「コーラルポイントリゾート」でマッサージを堪能。２
日目、早朝A棟４階から外を眺めてびっくり！大きなコンドミニアムが建設中で発展中の
フィリピンを実感しました。白い砂浜のパンダノンでのバーベキューとシュノーケリング。
黒くて小さな魚がいっぱい♪３日目、久し振りにボホール島へ！最初に行った時、感動し
たロボク川の緑の衣装を纏った（子供達のショー）が見れて感激。チョコレートヒル、ター
シャ（めがね猿）は相変わらず。４日目、午前中に水上バイクを初めて運転、なかなか楽し
い！午後はショッピング。夕食はワールドビッグフォー招待のマルコポーロホテルでのバ
イキング。そして５日目は無事帰国の途につきました。いつ行っても、通訳さん、ドライ
バーさん、メイドさん達は笑顔で迎えてくれます。ありがとうございます。また行ける日を
楽しみにしています。

楽しかったセブ旅行

年に１度のセブ訪問！ 行くたびに新し
いセブ！ 毎回行くのが楽しみです！！

水上バイクを初めて運転、なかなか楽
しい！ また行ける日を楽しみにしています！

６月のセブ 行くたびに新しいセブ

初めての海外旅行
セブ島に行ってみてとても充実した
日々を送る事ができました。それは家
族と一緒に過ごせた事が一番ですが、
通訳さん、ドライバーさんのお陰で有
意義な時間を送る事ができました。セ
ブ島と日本の違うところは、自然が多
く、自然と触れ合いながら生活してい
るという事です。その中でいくつか思
い出に残った事がありました。１つ目
はマリンスポーツです。今まで海でこ
の様なスポーツをした事がなく、とて
も新鮮な体験でした。パラセーリング

とジェットスキーも体験しました。パラセーリングは最初とても怖いと思っていたのです
が、やってみるととても面白い！海上から見るセブ島の海はとても美しく、まだまだ終わり
にしたくない気持ちでした。ジェットスキーは海上をかけ回りながら自分で運転もさせて
もらいました。あの様な体験はなかなかできる事ではないので、とても楽しかったです。
次は射撃の体験です。日本では銃を手にする事はないので、とても怖いイメージでした。
そして実際やってみると銃の威力の凄さに驚きました。衝撃で肩に内出血をおこした程
でした。この旅行では通訳さん、ドライバーさん、メイドさんのお陰でとても楽しい満足で
きる家族旅行ができました。ありがとうございました。次はこの素敵な旅行を今回行けな
かった長女にも体験できる様、計画を立てたいと思います。

久し振りにボホール島へ！ 最初に行った時感動したロボク
川の緑の衣装を纏った（子供達のショー）が見れて感激！

セブ旅行でぜひトライしてみたいと
思っていたパラセーリングとシー
ウォーカーが実現でき感激でした。パ
ラセーリングは大空に舞い上がると眼
下に海や島を見下ろせ、大鷲にでも
なった様な爽快感でした。シーウォー
カーは、いざ海中に潜ってみると思っ
ていたより明るく、熱帯魚群に囲まれ
ながら“ゆらゆら”と歩くのは、まさに別
世界の気分でした。翌日、高速船でボ
ホール島探訪、大自然みなぎる田舎道
を走り抜け、チョコレートヒルを展望台から眺めました。自然の力でできたというには美し
過ぎるくらいの円錐状の形をし、それが目の前だけでも３０から４０以上もあったでしょ
うか、見事な景観でした。そして初めて見る眼鏡猿ターシャとの対面。運良く３匹も目の当
たりにすることができました。静かに身じろぎもせず細い手でしっかりと幹にしがみ付い
ている姿は、とても猿の一種とは思えないものでした。次の日はバンカーボートに乗り込
み、爽やかな潮風を受けながら４時間近くかけてカモテス島へ。一泊の“のんびり旅”を楽
しみました。カモテスの別荘のまわりは隣の人や建物も目に入らない程緑地や樹木が広
がっていました。リビングルームからはウィンドウを開けば１０歩足らずにプールに入る
ことができ、そのまま海を眺めれば遥か彼方にレイテ島も望め、まさに至福の時を過ごす
ことができました。お世話になったスタッフの皆様に感謝です。ありがとうございました。

爽やかな潮風を受けながらカモテス島へ！ 一泊
の“のんびり旅”まさに至福の時を楽しみました！

とても楽しい満足できる家族旅行が
できました。ありがとうございました！

シーウォーカーでいざ海中へ！ 熱帯魚群に囲まれな
がら“ゆらゆら”と歩くのは、まさに別世界の気分♪

出発日６月１８日（７泊８日）
会員歴５年９ヵ月　天野さん

出発日６月１８日（７泊８日）
会員歴６年１０ヵ月　木村さん

出発日６月４日（４泊５日）
会員歴８年６ヵ月　三室さん

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　福島さん
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カラスがカ～で夜が明けて、海に飛び
込み貝を捕り、潮のプールでひと泳
ぎ、そのまま地平線に重なるプールで
遥か彼方に日本を思い、最後にでっか
い真水のプールで清めて部屋に帰る。
シャワーを浴びたら着替えて、洗濯物
を抱えてリビングへ、未だ７時。メイド
さんにチップを渡して、ビールを頼む。
微酔気分で一日遊んで、ドライマッ
サージで締め括り。ナ訳はない。午後
９時を合図にダンスホール、ドヘラに
アドマナにジャズ＆ブルースにカジ
ノ。帰宅は決まって午前様。うとうとし

ているとカラスがカ～～。海に潮のプールに地平線に真水のプールにそしてビール。こん
なこと９日やって、本当に現実？落語の咄に、富くじに当たったらどうするかと聞いたら、
鰻に刺身に天ぷらで酒に酔、もう寝ましょうと床に入り起きたら湯へ、帰ったら鰻に刺身
に天ぷら。なんだかそっくり。改めてコーラルポイントリゾートの大富豪の部屋を見ると、
床は大理石にマホガニー、天井は豪華なシャンデリア、窓は重厚なカーテンにドレープ
感タップリなスワッグ、家具はヨーロッパ調の猫脚の宮廷品、ベッドもテーブルもキング
サイズ、ジャグジーあり、扉には彫刻、プールも海も入れて、しかもプールの淵まわりは自
然石で滝まで流れています。しかもプライベートビーチはいつも貸し切りでガードマンが
常に見廻ってます。贅沢です。富くじ当たった熊さん状態ですね。こんな思いにして下さる
ワールドビッグフォーのスタッフの皆様に感謝感謝です。

夢のような毎日！ 嬉しく
て上脱いじゃいました♪

村松理事様からの子豚の丸焼
きもありがとうございました♪

家族６名で初めての海外旅行を計画
しました。３人の子供も親元を離れ、
久し振りに６名の家族が全員集まりま
した。久し振りに３人揃った子供達も
嬉しそうで、行きの飛行機の中では楽
しそうに会話を弾ませていました。セ
ブ島に着き、通訳さんと合流し、贅沢
なコーラルポイントリゾートに着きま
した。日本では考えられない素敵な造
りです。翌朝の計画を通訳さんと立て
て、朝が来るのを楽しみに就寝しまし
た。息子の希望で射撃を体験しまし
た。娘は射撃なんて怖くて嫌だと最後までダダをこねていたのに誰よりも上手に的に当て
ていたのには驚きでした。マリンスポーツでは、楽しみにしていたシーウォーカーが海の
透明度が悪く体験できませんでしたが、パラセーリングやジェットスキーを楽しむ事がで
きました。通訳さんは終始高齢の母を気遣って下さり、買い物中は母と手を繋いでくれた
り、車に乗る際は常に声を掛けて下さり、安心して出かける事が出来ました。最後の夜は
贅沢に生バンドの演奏を聴きながら夕食、そしてメイドさんやドライバーさんと楽しい時
間を過ごしました。誰よりも先に音楽に合わせて踊り出した母には家族全員が唖然としま
したが、気付くと家族全員がメイドさん達と楽しく踊っていました。次回は、今回体験でき
なかった体験ができる様に計画をし、遠くないうちに又、是非行きたいと思いました。

楽しいセブの旅

とみくじ当たった熊さん状態を９日。本当に現実？

通訳さんは終始高齢の母を気遣って下さり、買い
物に、移動に、安心して出かける事が出来ました！

思い出の家族旅行 富くじの熊さん

ゆったりのんびりコーラルポイントリゾート
夫と２人での旅行はほぼ諦めていま

すが、今年も朝田統括さん、友人に

誘って頂きセブに連れて行って頂きま

した。先ず、朝食はゆっくり９時スター

ト。それから今日の予定を決めます。パ

ラセーリング、エステ、ショッピング、朝

からコーラルポイントリゾートでビー

ルを頂いてのんびり最高の贅沢です。そろそろ体が重くなって来てダンスに行きました。遅

くまで楽しみました。他の島に泊まりで行きたかった方もいたかと思いますが、最後まで

夫のペースに合わせてくれた友人に感謝します。村松理事様からの子豚の丸焼きもありが

とうございました。通訳のリサさん、メイドさん、ドライバーさん、手助けして頂いたガード

マンさん、本当にありがとうございました。ワールドビッグフォーに入会させて頂いた事に

毎日感謝して過ごしております。ありがとうございました。

家族６名で初めての海外旅行を計画！３人の子供も
親元を離れ、久し振りに６名の家族が全員集まりました！

４月２７日の夜中に、楽しみにしてい
たマクタン・セブ空港に到着。成田空
港から４時間半、フィリピン諸島の中
の一つの島である。戦時中に育った私
には、フィリピンと聞くと戦争の激戦地
だったという事が先ず脳裏をかすめ
る。そして今の平和な時代を喜び、感
謝する気持ちから始まった旅行であ
る。南の島で暑いと思っていましたが、
夜中の事もあり、少しも辛い様な暑さ
も感じることなく、コーラルポイントリ
ゾートに着くと夜中にも関わらず従業
員の笑顔でのお出迎えも頂き、ホッと一息ついた思いでした。翌朝は早速マッサージをし
て頂いて疲れも取れ、快い一日の始まりとなりました。昼食後は町に出かけ南方の珍しい
果物がいっぱいのお店を眺めつつ、マンゴーを買い、美味しい夕食後は夜景を眺めなが
ら現地スタッフの上手なダンスを習いながら一緒に楽しみました。２９日、舟で沖の方
へ、雄大な自然の中で思いっきり吸う空気も何かが違い、体に爽やかさを感じる。真青な
海の中、横にはおつきの舟もいて、近寄ってくるジンベエザメにエサを与えている。舟の
上から見ていると７メートル程もある大きなジンベエザメの横で、舟を降りて一緒に泳い
でいるツワモノも！夜、前日と同じくマッサージを２日続きでして頂いて、すっかり良い気
分でした。何となく、顔なじみとなったスタッフの方々の親切なおもてなしも嬉しく、帰りに
は皆様が笑顔でお見送りして下さり大変楽しく、嬉しい旅行でした。

美味しい夕食後は夜景を眺めながら現地スタッフ
の上手なダンスを習いながら一緒に楽しみました♪

今年も朝田統括さん、友人に誘って頂きセブへ！ パラセー
リング、エステ、ショッピング、そしてダンスを堪能しました！

楽しいセブの旅！雄大な自然の中で思いっきり
吸う空気も何かが違い、体に爽やかさを感じる♪

出発日４月２７日（５泊６日）
会員歴２年２ヵ月　河野さん

出発日５月１０日（８泊９日）
会員歴１１年７ヵ月　山嵜さん

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年４ヵ月　福島さん

出発日５月１０日（８泊９日）
会員歴５年５ヵ月　蒔田さん
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私は今回、母の誘いで初めてセブ島
に行きました。飛行機で４時間だった
ので近くてよかったです。セブ島はき
れいな海のイメージがとても強かっ
たです。セブ島に着いて蒸し暑くての
ぼせてしまいそうでした。フィリピン料
理が口に合うか不安でしたが、おいし
くて良かったです。ハロハロもドライ
バーさんに作ってもらってとても嬉し

くおいしかったです。アメージングショーが面白くて、時間があっという間でした。ダン
サーの男の人とステージでおどることができて良い思い出です。また見に行きたいです。
マリンスポーツをしました。お魚にエサやりや、パラセーリングはすごく気持ちよかった
です。空を飛んだのは初めての経験でとてもワクワクしました。メイドさんたちとおどれ
たのも楽しかったです。メイドさんや通訳さん、ドライバーさんがとっても優しく明るくて
良い旅になりました。また行きたいです。旅行中にネイルをしてもらい、日本ではしたこと
がなかったのですが、かわいくやってもらってハマリそうです。日本でもやりたいと思って
います。ありがとうございました。

メイドさんや通訳さん、ドライバ―さんが
とっても優しく明るくて良い旅になりました！

ランチクルーズでは、川べりでのギター演奏、子供
達のダンスなども見る事が出来て楽しかったです！

真夏のセブ、農作業の一番忙しい時期
の中心配ではあったが、身体のリフ
レッシュも兼ねて仲間と楽しい旅に
行って来ました。真夏のフィリピン、セ
ブ。花盛りに迎えられてフルーツも冬
場の物と違い、何だか美味しく感じら
れました。久しぶりにボホール島に行
きました。確か３年前に地震に見舞わ
れて、チョコレートヒルの展望台は復
興しているかな？と思い現地に到着。
一番の見せ場までの長い階段はス
マートになり、但し頂上の広場は工事
途中、周りの手摺はロープで仮止め、コンクリートは下から支え棒で途中作業のまま。お国
柄が垣間見えました。セブ市内の教会は修復中との事、市内はあふれんばかりの活気！
コーラルポイントリゾートの一番先端の所にも観光用の大きなビル。一年後はどんな景
観か心配しています。今回は市内の景観を望む事のできる（トップス）山の頂上に登り見
晴らし良好、デートスポットの様です。途中すばらしいお寺があったり、イタリアのアテネ
の神殿を思わせる荘厳な良い所でした。又カミギン島に足を伸ばしてビッグリニューアル
して本当にキレイになりビックリ！２階の窓から海を眺めていても満足感一杯、忙しさか
ら解放され自分達の空間、リゾートの醍醐味を味わいました。最終夜にはブタの丸焼き
(村松理事から)を堪能してメイドさん他、ダンスのフィリピンチャンピオン（スクエアダン
ス・ラテンダンス）を招いてのレッスン、パーティーとハメを外して楽しみ最高でした。日本
に帰ってからのブドウ、サクランボの作業が少し心配で、少し楽しみの旅でした。

素晴らしい景色とワールドビッグフォーの皆様に感謝

ダンサーの男の人とステージでお
どることができて良い思い出です！

真夏のセブ！ 忙しさから解放され自分達の
空間、リゾートの醍醐味を味わいました！

真夏のセブ 初めてのセブ島

楽しかったセブ
またセブ島に来られて良かったです！
コーラルポイントリゾートに到着し、メ
イドさん達が出迎えて下さいました。
そしておいしい「マンゴージュース」を
頂きました！これを楽しみにしていまし
た！！ボホール島にも行きました。チョ
コレートヒルを眺める事が出来まし
た。そしてもう一つ、世界最小のメガネ
猿、ターシャに逢いに♪夜行性の為、
木の又の部分で枝に摑まり眠っていま

した。目を開けてくれるのかな？と思いましたが、残念！でもとてもかわいらしかったです。
ランチクルーズでは、川べりでのギター演奏、子供達のダンスなども見る事が出来て楽し
かったです。市内観光、ショッピング、ネイル、エステ、そしてマッサージと満足しました。海
ではパラセーリング、シーウォーカーを体験、とっても“ウキウキ、ワクワク”でした。帰国の
前夜にはパーティーを開いて下さいました。生演奏やメイドさん達による元気なダンス、
又、食べきれない程の料理、みんなで踊り、とても賑やかで楽しい夜になりました。通訳さ
ん、ドライバーさん、メイドさん、たくさんの皆さんに感謝しています。楽しい旅が出来ま
した。ありがとうございました。

ダンスのフィリピンチャンピオン（スクエアダンス・
ラテンダンス）を招いてのレッスン、最高でした！

娘２人と３人でのセブ旅行でした。仕
事を整理して楽しみにして出かけまし
た。空港に着くと笑顔で手を振って迎
えてくれる通訳の方がとても親しく感
じて、安心して荷物を預け夕闇の迫る
中、コーラルポイントリゾートに案内し
ていただきました。次の日の朝、青い
空と青い海、ブーゲンビリアが咲く素
晴らしい景色に驚き感激しました。昨
日までの忙しく過ごしていた時間が嘘
の様な別天地にいました。二日目は舟で海を渡り、ビーチで泳ぎ、海辺でバーベキューを
していただき、南国気分を充分味わいました。次の日、私は疲れが出てしまい部屋で休む
事にしました。豪華な部屋でゆったり好きな本を読んで過ごしました。メイドさん達は、お
粥を作ってくれたり、洗濯もして頂きゆっくりと過ごせました。子供達は、吊り橋を渡り、空
を飛び、海の中を歩き、可愛いターシャにも会えて、色々と予定したことが体験できて、とて
も充実した楽しい時間を過ごしました。体調が回復してから、散歩、買い物、エステ、食事
も美味しく頂きました。関わって頂いたみなさんにとても感謝しています。有難うございま
した。戻ってからも本当にすばらしい人生が変わる旅だったと感じています。

二日目は舟で海を渡り、ビーチで泳ぎ、海辺でバーベ
キューをしていただき、南国気分を充分味わいました！

パラセーリング、シーウォーカーを体験、
とっても“ウキウキ、ワクワク”でした！

娘２人と３人でのセブ旅行
コーラルポイントリゾートで朝食♪

出発日５月１８日（４泊５日）
会員歴２年５ヵ月　池田さん

出発日５月２７日（５泊６日）
会員歴１０年７ヵ月　中村さん

出発日５月１０日（８泊９日）
会員歴６年７ヵ月　中村さん

出発日５月２７日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　竹田さん


