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ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別のご高配にあずかり心より厚く御礼を申し上げます。
素晴らしいご縁と共にワールドビッグフォーは、お陰様で創立から２８年という

輝かしき新年を迎える事が出来ました。此れも偏に会員様お一人おひとりのご温情の賜と
深く感謝致しております。本年も弊社リゾート施設を通じて、すべての会員様が幸福となり
ご家族やご友人へと笑顔溢れる人生設計のお役立てが賜れますよう、施設の更なる向上と
サービスに精進して参る所存で御座います。日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談の
ご寄稿、またご温情溢れる感謝のお言葉を多数頂戴致しました事も、身に余る光栄と
厚く御礼を申し上げます。会員皆様の益々のご健勝とご多幸を衷心よりお祈り

申し上げますと共に、本年も相変わらぬご愛顧を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。

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29年1月号

＜編集後記＞
昨年中はたくさんのセブ体験談をご寄稿頂き、誠にありがとうございました。お陰様で今年も会員皆様の幸せな
笑顔溢れる２０１７年カレンダーを発刊する事ができました。今年も更にグレードアップしたセブ島観光と究極
のプライベート空間をお届けするワールドビッグフォーリゾートをお楽しみ下さい。会員皆様のセブ旅行体験談
へのご参加、心よりお待ちしております。尚、新年は１月４日（水）より営業致します。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　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。
①上記料金は平成２８年１２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

０１／０１～０３／３１ ￥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）

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
１ ４：２ ５
０ ９：１ ５
１ ５：２ ０
１５：２５

人生観が変わる究極のリゾート！



Badian Golf Resort

Coral Point Resort

Camotes Resort

今年もスタッフ一同、会員の皆様のお越しを
心よりお待ち致しております

～ “ココロがスリム” になれるリゾート～

★会員の利用施設
　スタービーチ・見晴台・休憩所
　プール・レストラン・ロビー

★施設概要（当社所有）
　土地【約 330 万坪】
　リゾートハウス 4棟（110 畳 4室）
　保養所１棟（40 畳３室）

セブ最上級の眺望が誘う
世界の大富豪の別荘

大自然に浮かぶ究極のリゾート
330 万坪の広大な土地を所有

心地良い風が通う絶景のリビング
日没を眺望できる露天風呂も完備

コーラルポイント
リゾート

カモテス
リゾート

バディアン
ゴルフリゾート 開放的で豪華絢爛な宿泊施設静寂の時が流れるスペシャルビラＡ棟４階 56 畳のベッドルーム

大海原を望むリゾートハウス

手付かずの自然が残るカモテスリゾートモデルハウスのテラスは海の上 18 ホールシーサイドゴルフコース 遮るものが何もない大パノラマ 快適な滞在を約束するホテル新館

★会員宿泊施設（当社所有１３ユニット）
　寝室全２７室【20~60 畳】
　10 リビング      （97 畳 2室・80 畳 3室
     74 畳２室・ 60 畳 1 室・30 畳 2室 ）

★会員の利用施設
　プライベートビーチ
       （会員専用浜辺）
　プール 5ヵ所

★メイドスタッフ（会員の皆様の快適な滞在をサポート致します。）
　ホテル等とは異なるメイド付き別荘の滞在で、ご家族やご友人との寛ぎの時間をお楽しみ下さい。

★会員の利用施設
　展望露天風呂・マッサージルーム
　レストラン・プール・プライベートビーチ
　各種マリンスポーツ
　

★施設概要（当社所有）
　土地【約 172,700 坪】
　18 ホール　ゴルフコース
　保養所６室
　ホテル 20 室
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近所の新会員６名と妻の８名で、私が
引率するような感じで久し振りのセブ
旅行を楽しんできました。８月のセブ
は雨期という事でしたが、雨にはほと
んど遭わずに済み、すばらしい旅行と
なりました。ワールドビッグフォー所有
の施設があるカモテス島へは天候不
順の為、断念しました。バンカーボート
での移動です、波の影響で帰りが心配
ということでガイドさんの案内に従い
ました。その代わり近隣のパンダノン島
に行き、海に入ったり、バーベキューを

堪能しました。バディアンゴルフリゾートでは初めてゴルフクラブを握るという３名と６名
でゴルフを楽しみ、夜は旅の疲れをとる為にマッサージをして頂き、帰りには私も初めての
カワサン滝を見学してきました。その後、セブ市内観光、ショッピング、フィリピン料理に舌鼓
を打ち、最後にこれも初めてのニューハーフショーを鑑賞してきました。５回目、３年ぶりの
セブ旅行で大きく変わったのは車の数が増えた事と、特にバイクが増した事。又道路がほと
んど舗装されていたことです。それに比べて変わらないのは通訳さん、メイドさん、ドライ
バーさん皆さんの応対がいつも笑顔で親切に接して頂いたことです。私も高齢なので今後
行くことができるか分かりませんが、今後共よろしくお願いします。一緒に同行した初めての
皆さんも感心しておりました。スタッフの皆さん、本当に有難うございました。

バディアンゴルフリゾートでは、初めてゴルフ
クラブを握る３名と６名でゴルフを楽しみました！

初めて食べたマンゴスチンやランブータ
ンなども甘酸っぱくておいしかったです！

両親が何度かセブ島へ行っていたの

は知っていましたが、私は今回が初め

てで、二歳にならない息子と妻と両

親、父の古くからの友人 6名でのセブ

でした。セントレア（中部空港）からテ

ンションの高い息子。私もそんな息子

を見て「どんな旅になるのだろう？」と

ワクワクしていました。セブ島に到着

した頃にはもう既に日が落ちていまし

たが、セブの街のスーパーで色々な商品が買え、楽しかったです。コーラルポイントリゾー

トに着き、二階建ての素敵な部屋（スペシャルビラ）へ案内され、息子も私も妻もテンショ

ンが高くなりました。次の日は早速息子とプールへ！プールが大好きな息子は大はしゃぎ！

大きいプールに大満足！三日目は船に乗って離島でバーベキューと海水浴。海の中の魚を

見たり、息子と浜辺や海で遊び、帰りの船では息子が皆を楽しませてくれました。四日目、

パラセーリングとシーウォーカーを楽しみました。空から見たセブの海、街は、とても素晴

らしかったです。あっと言う間の六日間でしたが、今度は大きくなった息子と二人でパラ

セーリングを楽しみたいですね。

楽しかった家族旅行

３年ぶりのセブの変化に驚きましたが、スタッフさ
んの応対はいつもとかわらず笑顔で親切でした♪

空から見たセブの海に感動！ 今度は大きくなった
息子と二人でパラセーリングを楽しみたいですね

家族と過ごしたセブ５泊６日の旅 ５回目のセブ旅行

家族旅行
９月１７日から５日間、滞在しました。

私は３年前に両親と一度訪れ、今回は

家族と２度目の旅行に来ました。市内

観光、島めぐり、マッサージ、ダイビン

グ、ＢＢＱなど、あの大きなコーラル

ポイントリゾートでゆっくりしつつも５

日間充分にセブを堪能できて満足しま

した。特にダイビングはセブのとても

綺麗な海で潜れて、カラフルな魚やイ

ソギンチャクなどテレビや本でしか見ないものを直で見ることができたので、山育ちの私

にとってはすごく楽しかったです。また、果物の種類が豊富でどれもおいしかったです。マ

ンゴー、パイナップル、バナナはもちろん、初めて食べたマンゴスチンやランブータンなど

も甘酸っぱくておいしかったです。ドリアンにも挑戦しましたが、私はだめでした（笑）。全

体的にすごく安かったのでたくさん買えて、いっぱい食べられて満足でした。通訳のダイ

アナさんや運転手さん、メイドさんたちはみんなフレンドリーで明るくて素敵な方達でし

た。たくさん笑わせてもらいました。前回はもちろん、今回も負けないくらい楽しくて、思い

出に残る旅行となりました。

息子と浜辺や海で遊び、船に乗って離島
でバーベキューと海水浴も楽しみました！

セブ島に旅行に行ってみて、日本に居
ては感じる事ができない色々な感動
や体験をする事ができました。1 日目
は真夜中にセブ島に着きました。セブ
島に着いて感じたのは、空気がとても
ムシムシしている事でした。長野では
感じた事のない空気でした。そして通
訳さんとドライバーさんと合流し、そ
のままコーラルポイントリゾートに行
きました。行く途中は、日本とは全く違
う光景ばかりでした。屋台の様なお店
が道の両側に並んでいる風景が続き、野良犬も多く、不思議な風景でした。射撃体験を満
喫、マリンスポーツもしました。パラセーリングとジェットスキーです。波の影響で楽しみに
していたシーウォーカーはできませんでしたが、パラセーリングとジェットスキーはとても
楽しい思い出ができました。あまりアウトドアが好きではない自分も、いつの間にか半日
が過ぎていました。パラセーリングでセブ島の海を眺めました。今まで見たことの無い光
景で感動しました。他にも多くの体験をしましたが、日本に居ては体験できない事ばかり
なので、とても楽しい旅行になりました。又、さよならパーティーでは言葉は通じなくても、
音楽を通して共通した楽しい時間を過ごす事ができ、言葉を超えたコミュニケーションが
ある事も学ぶ事ができました。

射撃体験やマリンスポーツも満喫♪パラセーリング
でセブ島の海へ！ 今まで見たことの無い光景に感動

ゆっくりしつつも５日間充分にセブを堪能しました！
本当に楽しくて、思い出に残る旅行となりました

日本に居ては体験できない事ばかり！
とても楽しい家族旅行になりました♪

出発日８月１０日（４泊５日）
会員歴１年６ヵ月　福島さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴１１年１０ヵ月　山極さん

出発日６月１８日（５泊６日）
会員歴７年　木村さん

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　大脇さん
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今回初めてのセブ旅行。幼馴染みの女
友達と中学生のころ「２人で海外旅行
したいね」って話していたことが今回実
現しました。６月、梅雨冷えのする東京
から南国のセブ島へ、セブはこの時期
雨季であるということで、ワールドビッ
グフォーのガイド兼通訳のラチさんと
話し合って旅の計画を立てました。お
天気を心配する私達に「大丈夫！」と笑
顔の素敵なラチさん。お陰様で夜はス
コールでしたが昼間は晴れるという良
い天気に恵まれました。５泊コーラル
ポイントリゾートに宿泊しました。Ｂ棟

１階、ゴージャスなリビング８０畳！目の前にはプール、その向こうには椰子の木とブーゲ
ンビリアの花、そして青い海、青い空！海水のプールや真水のプールで泳いで大はしゃぎ。毎
朝、海から顔を出す朝日を見に散歩するとそこいら中からプルメリアの花の良い香りがし
て、メイドさんにリゾート施設内をいろいろ案内してもらいました。毎朝マンゴージュースと
生のマンゴーが出てお腹が一杯。朝食をしっかり食べてから観光に出かけました。舟に乗っ
て近くの島で泳いだり、ボホール島では船上バイキングを満喫、そしてバンブーダンスを見
たり、ターシャにも会いチョコレートヒルにも登りました。市内観光では、マンゴー工場の見
学をしてお土産にドライマンゴーを沢山買いました。最後の夜はフィリピン料理でお別れ
ディナーパーティーをプレゼントして頂きました。友人と２人、ゆったりと語らう時間を頂き
ました。この様な旅行が出来るのもワールドビッグフォーの皆様と会社を紹介して下さった
小林さんのお陰です。感謝でいっぱいです。

セブでは、毎朝マンゴージュース！
さあ、セブ観光に出かけま～す♪

初日はパンダノン島へ！ 船上では通訳のラチさん
も一緒に「しりとり」してあっと言う間に到着♪♪

成田出発ＰＲ４３３便は、満席でセ
ブ島を目前にしていた。期待に胸を膨
らませつつウトウトしていた私は、「も
う、１８時４５分だぞ。まだ到着しな
いのか。」時差を知らない乗客の怒鳴
り声でハッと我にかえる。マクタン・セ
ブ空港には、通訳のハナさんとドライ
バーさんがお出迎え。セブ繁華街で
フィリピン料理を味わう。鶏料理や
スープが実に美味しい。南国特有の
樹々や花々、そして笑顔のメイドさん
に囲まれたコーラルポイントリゾート。ゆったり流れる空間の中で、キラキラ輝く太陽と
真っ青な海がまぶしい。色彩豊かな熱帯魚と触れあうシーウォーカー、バナナボート、パラ
セーリングに挑戦。「海上１５０Mから眺めるセブ島はサイコー！」アイランドホッピング、
アメージングショー、ボホール島でのロボク川ランチクルーズ、チョコレートヒル、ター
シャの見学、アヤラセンターでのショッピングに海水浴とハードスケジュールだったが、有
意義に楽しむことができた。通訳さんとドライバーさんのおかげ！そして、旅行中に私は還
暦を迎えた。美味しい料理にオールスタッフによる歌や踊りと華やかなパーティーが開か
れ、最後に村松理事からサプライズのケーキ。忘れられない記念すべき一夜となった。こ
んな素敵な時間をプレゼントして下さったワールドビッグフォーのスタッフの皆様には、
心から感謝している。ありがとうございました。

サプライズのセブ旅行

宿泊はゴージャスなリビング８０畳！
目 の 前 に は プ ー ル で す ♪

シーウォーカーで色鮮やかな
熱帯魚とふれあいました♪

セブ島で迎えた還暦 初めてのセブ旅行

「のんびり、ゆったりセブの旅」
「いつか海外（旅行）に行こうね！」と夢を
語り合った学生時代からの親友に誘わ
れてセブ島２人旅が決まりました。ヤッ
ター♪長年の夢が叶って心が弾みま
す。２日目はパンダノン島へ！船上では
通訳のラチさんも一緒に「しりとり」をし
ながらあっと言う間に到着。どこまでも
続く遠浅の海をのんびりお散歩してお
昼はバーベＱ！！地元のビール（サンミ
ゲール）が美味しかったね！それから
コーラルポイントリゾートのプールで

ひと泳ぎ。実は私 “カナヅチ ”でも「プカプカ浮いているだけでもイイネ！」と大満足です。３
日目は世界最小のお猿ターシャに対面、ちっちゃくてかわいい。大蛇はちょっと苦手。竹の吊
り橋でスリルを味わい、その後地元フィリピン旅行者、欧米人も混じって生バンド有りのラン
チクルーズ。賑やかです。２人共お料理が口に合って良かったネー。チョコレートヒルは意
外に広く雄大な眺めでした。翌日はぶらりセブ市内へ移動して自由気ままにエステだ！ネイ
ルを楽しんで最終日はたっぷり市内観光です。高台に道教寺院からサントニーニョ教会、
シューマートでお買い物とティータイム。夜にはとても雰囲気のある店でフィリピン料理を
大満喫！！ご馳走様でした。この旅の目的だった「のんびり、ゆったり」過ごすことで心身共に
リフレッシュする事が出来ました。お世話になった皆さん、出会った皆さんの笑顔に感謝、感
謝です。本当にありがとうございました。又ぜひマンゴーを食べに戻って来ますねー。

セブ島で還暦を迎えました！
忘れられない日になりました♪

海外旅行へは何回も行っていますが、

会員である家内に誘われ、初めてセブ

島への旅行に行かせて頂きました。マ

クタン・セブ国際空港に着くと南国特

有の空気一杯でした。コーラルポイン

トリゾートに着いた時は、あまりの素

晴らしさに圧倒されました。最初の夜

はフィリピン料理を楽しみ、コーラル

ポイントリゾートで初めてのマッサー

ジを受け、グッスリ寝ました。翌日の天気は快晴でワールドビッグフォー所有のバンカー

ボートで島に渡り、バーベキューを楽しみ、午後は移動してシーウォーカーをしました。海

中に入った時は耳が痛くてどうしようかと思いましたが、海中の景色と熱帯魚の群れに出

合って夢中になってしまい、大変楽しい初体験でした。翌日は朝から雨降りでしたがボ

ホール島に出かけました。島に着くと雨は上がり、良い天気となり、まず水上レストランで

昼食をとり、そのまま船旅を楽しみました。そして夜はさよならパーティーです。そしてサ

プライズの誕生日パーティー、大きな誕生日ケーキを頂きビックリです。村松理事に感謝

です。マンゴーに始まり、マンゴーに終わった旅でした。有りがとうございました。

熱帯魚の群れに夢中になって、
大変楽しい初体験でした！

この旅の目的だった「のんびり、ゆったり」過ごす
ことで心身共にリフレッシュする事が出来ました

最後の夜は、サプライズの誕生日パー
ティー♪サプライズケーキまで頂きました！

出発日６月１０日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　小澤さん

出発日６月１２日（５泊６日）
会員歴１年４ヵ月　石塚さん

出発日６月１０日（４泊５日）
会員歴１５年　高見澤さん

出発日６月１２日（５泊６日）
会員歴１０ヵ月　大里さん
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６月に６泊７日の日程で、セブ・コー
ラルポイントリゾートへ行く事が出来
ました。実は、昨年１０月に会員と
なった母と１２月にセブ島行きを予
定していたのですが、出発の４日前に
母が急逝し中止。その時はワールド
ビッグフォーの皆様の素早い対応に
は大変感謝しております。私は商社勤
務でもあり、今まで世界中を旅して来
ましたが、本当に今回は色々な意味
で、最も思い出深い旅となりました。谷
津田さんから素敵な話はたくさん聞

いていましたが、セブ島は物価が安く、（場合によっては日本の１０～５分の１？）人も優
しく素敵なところです。到着した日に立てた大まかなスケジュールは、ボホール島１日観
光（世界最小のモンキー、ターシャは可愛いかった♪ロボク川船上ランチバイキングは
ちょとしたジャングル体験です）、アイランドホッピング（のどかな南の島体験ができま
す）、市内観光、カジノ、エステだけで２日程ひたすらのんびり、我儘な要望にも素晴らし
い対応をして下さったメイドさん達、ドライバーさん、とりわけ通訳のラチさんは優しくク
レバーで機転が利き、心から感謝しています。また次回もお願いしたいです。最後に普通
の人がセレブ体験をできる仕組みを考えて下さったワールドビッグフォーの行方会長に
感謝致します。又、大切な友人に伝え、一緒に再訪したいと思っています。

ボホール島の世界最小のモンキー、ターシャは可愛かった♪
また船上ランチバイキングはちょっとしたジャングル体験です

チョコレートヒルでは、２１４段の階段を
登り切って見た絶景に感激しました！

３回目のコーラルポイントリゾート、
１回目はＷＯＲＬＤ ＢＩＧ ４に誘っ
て下さった友人と、その仲間達と行き
ました。初めてのセブ旅行はゴージャ
スなコーラルポイントリゾートにびっ
くりポン。メイド、ドライバー、通訳と涼
しい車両と至れり尽せりでした。もう一
つのびっくりポンは現地の人々の生活
でした。今回は２度目の夫婦セブ旅行
でした。目的は忙しすぎる東京での生
活から離れ、ゆっくり流れる時を味わ
う事。読みたい本を持ち込み、心行くまで読書をし、優雅なマダム気分を味わってきまし
た。前回はバディアンゴルフリゾートでＰｌａｙをして１泊したので、今回はカモテスリ
ゾートに１泊しました。東京では車の音の中で生活をしています。窓を開けると車両のエ
ンジン音の波です。セブでの何よりのご馳走は静けさです。そして空気がきれいなので
しょう、埃が無いことに気づきました。セブ島の渋滞にもビックリしました。経済発展と引
き換えに失う物が多いのも現実です。「大事な物を失わないように発展してほしいな！」と
車窓を眺めていました。今夏は夫の仕事の都合で６月になりました。セブ島の雨期になっ
てしまい抜ける様な空をなかなか見る事ができませんでした。次回は乾期に行って、ああ
して、こうしてと既にセブでの生活に思いを巡らせております。

１１年ぶりに行きました

普通の人もセレブ体験できるセブ島♪本当に今回
は色々な意味で、最も思い出深い旅となりました

セブの何よりのご馳走は静けさと空気のき
れいなこと、思いっきり空気吸っておきます

非日常の味わい 普通の人もセレブ体験できるセブ島コーラルポイントリゾート

昨年６１歳一人で初めてのセブ！今年は娘と二人で！！
昨年は一人旅という事で周りから心配
され、私自身不安でいっぱいでした
が、何の心配もなく楽しく過ごす事が
出来ました。今年は娘と二人旅！！コー
ラルポイントリゾートでは、二人だけ
なのに広いお部屋に泊まりセレブ気
分で過ごし、その部屋から見える青い
海に感動しました。船でパンダノン島
に渡り、シュノーケリングを楽しみ、Ｂ
ＢＱをダイナミックに手で味わいまし
た。ボホール島ではメガネ猿のター
シャに会う事も出来、あまりの小ささ

にビックリ！チョコレートヒルでは２１４段の階段を登り切って見た絶景に感激しました！
市内では１時間たっぷりのマッサージで疲れをとり、全身エステで寝てしまうほどの気持
ち良さで心も身体も癒され、お食事はフィリピン・スペイン・中華等のお料理に加えて
本場のハロハロなどを頂きグルメを満喫！あっという間の４泊５日の旅でした。通訳のダ
イアナさんは入社して３ヵ月の新人さんでしたが、常にメモ帳を持ち歩き、私達の為に一
生懸命ガイドしてくれました。その姿を見て娘と二人で「応援したいネ！！」と話し、これから
の成長を楽しみに見守りたいと思っています。セブに来る前、偶然成田のチェックインカ
ウンターの後ろに並んだ優しいご主人様と品のある奥様が、ワールドビッグフォーの会員
の速水様でした。あまりお話しすることが出来ませんでしたが、これもご縁だと思っており
ます。今回の旅行では娘との思い出が沢山作れた事が最高に幸せでした。お世話になっ
た皆様方に感謝！ありがとうございます。

今回で３回目、夫婦では２回目のセブ旅行です！
非日常を味わいゆっくり流れる時間を楽しみました

コーラルポイントリゾートは大好きな

場所です。パリでもロンドンでもハワ

イでも決して味わえなかった楽しさが

あるので、何度でも行きたくなります。

今回、驚いたのは通訳さんが一生懸

命笑顔で元気に対応してくれた事と、

メイドさん達の優しさです。「オー！１

０年ぶりね！」と云われた時は、びっく

りしました。一緒に行った４人の事も

名前まで覚えていて言葉が出ないくら

い感激しちゃいました。「カモテスリゾートに一緒に行ったよね」って言われて、思い出した

くらいで、他のメイドさん達も笑顔でびっくりしてました。通訳のラチさんには、ワガママ

沢山きいてもらって「本当にありがとう！」って言いたいです。どうして、そんなにいつもニ

コニコ出来るのか、無理な事を云っても、冗談にしてくれるのか、車の中でもとても楽し

かったです。メイドさん達には、ズンバ、歌、英語にセブ語まで習って、まるで広尾のズンバ

教室や英語、ビサヤ教室が自宅にあるみたい。リビングは８０畳もあるし、ベッドルーム

は２つもあるし、お昼やディナーまで作ってくれて、まるで大富豪になった様でした。「本当

にありがとうございました」。

メイドさん達には、ズンバ、歌、
英語にセブ語まで習いました！

今年は娘と二人旅！！ 二人だけなのに広い
お部屋に泊まりセレブ気分で過ごしました

部屋は豪華で広く、至れり尽せり、まるで大富豪！

出発日６月１７日（６泊７日）
会員歴１２年１１ヵ月　谷津田さん

出発日６月１７日（６泊７日）
会員歴１年３ヵ月　橋本さん

出発日６月１４日（８泊９日）
会員歴５年３ヵ月　山本さん

出発日６月２０日（４泊５日）
会員歴３年６ヵ月　伊奈さん
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やはりセブ島は楽園ですネ！２回目の
旅行では、前回他のメンバーさんとご
一緒したマリンスポーツはせずに、ゴ
ルフリゾートやショッピングを大いに
楽しみ、リフレッシュして来ました。休暇
のとり易い夏休み、台風後の日本を去
り、帰省時はまた別の台風接近と心配
されました。今回は二人だけとあって
心配ごともありましたが、通訳さん、運
転手さん、またメイドさん達にはコー
ラルポイントリゾートでの夕食のお世
話もお願いしました。とっても美味し

かったです。現地ではゴルフを先ず９ホール。キャディーさんにチップの割り増しも請求さ
れましたが、「規定どおりですよ」とお断りもできました。平坦なコースはまずまず。疲れも
あったので、夜はマッサージを依頼しました。前回と同じ低料金の満足マッサージは皆さん
に是非ともおすすめです。翌日はバディアンゴルフリゾートへ。青い海に面した宿泊施設前
にはプール。ファミリーにとっては素晴らしいと感動しました。もちろん翌日の１８ホールの
広大な難コースでは、キャディーさんの女性二人と楽しくラウンドができました。スコアも付
けていただき、ＯＢボールは近くで遊んでいた子供達へのプレゼントになりました。そして
リピートのマッサージも心地良く、快調な日々を過ごして帰宅できました。通訳さん＆運転
手さんと一緒の連日のランチ・夕食もまた楽しい思い出となりました。

やはりセブ島は楽園ですネ！ ゆっ
くりとゴルフを楽しんで来ました！

有意義な７日間を満喫して来ました♪スタッフ
のおもてなしに感動！「ありがたいなぁ～」

家族４人と友達４人で猛暑の真っ只
中、日本を脱出し、雨期と言われるセ
ブ島に到着しました。３回目なので少
し要領も良くなり、コーラルポイントリ
ゾートに着く前にスーパーに寄り、地
元のビール、つまみ、フルーツ（果物の
王様と言われるドリアン・バナナ他）
を買い、宿泊施設に向かいました。美
味しいマンゴージュースを頂き、メイ
ドさん達と花火見学をしました。週末
は「トライアスロン」の世界大会が行
われるとのことで、道路は整備され、道の両サイドには旗がなびき、今までとは違った感じ
でした。終日車規制となりバンカーボートでカオハガン島（キルト製作で有名な島）へ渡
り、海水浴を楽しみました。昼のバーベキューでは、バケツ山盛りの貝やアワビ、シャコな
どを頂き、大満足！！夕方からは昼間の疲れを取る為、全身オイルマッサージを受けまし
た。４日目はボホール島へ１日観光。かわいいターシャにも会え、チョコレートヒルを見て
自然界が作り出す神秘的な光景に感動しました。海が荒れていた為、バディアンゴルフリ
ゾートで一泊し、カワサン滝では、滝に打たれ大騒ぎして楽しみました。今回もカモテスリ
ゾートには行けなかったので、次回の楽しみもできました。日本で体験できない事にトラ
イし、思い出深い旅行でした。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達のお陰です。本当
にありがとうございました。

最高の旅、セブ島

セブでは快調な日々を過ごして帰宅できました！
お世話になり本当にありがとうございました！

ボホール島へ１日観光！ かわ
いいターシャにも会えました♪

３回目のセブ旅行 ゆっくりとゴルフ！２回目のセブ

進化するセブ！
１０年前に初めてセブに行った時に見

たあの風景が、今はまったく別の国へ

行った様な変わりぶりに、とても心打た

れ、改めて「すばらしい会社にご縁した

もんだな」としみじみ思いました。１０

年の月日は、ここまで国を変えるものか

と・・・。そして、ワールドビッグフォー

にご縁させていただき１２年目、あっと

いう間の時間でした。今回は、大の友人

たちと６名で、６泊７日の旅、初めてゴルフも経験させてもらい、本当に楽しかった時間で

した。今回も、ベテラン通訳のリサさんにお世話になり、みんなが安心してセブでの有意義

な７日間を満喫して来ました。いつもながらスタッフのおもてなしに感動し、「ありがたい

なぁ～、本当にすばらしい会社だな」と！そして、行くたび行くたび進化するセブの発展に本

当に驚かされています。今後も発展するセブを楽しみに、ワールドビッグフォーの皆さんと

輪を広げて行きたいと思っています。お世話になった会社のスタッフの皆様、本当にありが

とうございました。

カワサン滝では、滝に打たれ大騒ぎして楽しみました！

２回目のセブ旅行。前回と同じメン
バーで、嫌がる主人を強引に連れ出す
（結婚４０年を迎えての事）。トライアス
ロンの大会のため外出できず、ショッピ
ング、マッサージを堪能。とても気持ち
良かった。船で１時間キルトの島（カオ
ハガン島）でのバーベキュー。初めて見
る貝でしたが、沢山おいしく頂きまし
た。貝の殻は孫へのお土産にしました。
４日目ボホール島へ。１２６８もの丘
があるというチョコレートヒルはすご
い！！チョコレート色したころまた来たい。また見学できたメガネ猿のターシャはあまりの小
ささに目を皿にして見入る。目が大きくてかわいい！！４日目はバディアンゴルフリゾートで
一泊。カワサン滝のイカダに乗って滝の裏側へ。その後が大変！皆悲鳴を上げ滝に打たれ、
思わず隣の人の手を握り、アッという間の出来事でした。日本に居てはできない体験でした。
それから滞在中に食べた果物のおいしかった事。ドリアン・マンゴスチン・マンゴー・バ
ナナ等の生ジュースと贅沢をさせて頂きました。帰りの税関ではちょっとしたハプニング。初
めての事でビックリでしたが、手際よく対処して下さった仲間の方ありがとう！大変良くして
下さった通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、大変お世話になりました。台風で島巡りは
できなかったけれど、今回は充実した最高の旅でした。また同じ仲間とセブ島へ行きます。

メガネ猿のターシャはあまりの小ささに目を
皿にして見入る！この子は違います！（笑）

１０年前とは大違い！ 行くたび行くたび進化
するセブの発展に本当に驚かされています！

結婚４０年を迎えて２回目のセブ旅行！
嫌がる主人を強引に連れ出しました♪

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年３ヵ月　平尾さん

出発日８月２４日（５泊６日）
会員歴１年１０ヵ月　小林さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年５ヵ月　山浦さん

出発日９月１６日（６泊７日）
会員歴１２年　村山さん




