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ごあいさつ

幸福が包み込む南国の楽園ワールドビッグフォー究極のリゾート。

セブ島の大自然が織り成す上質なお持て成し、からだ元気に笑顔が溢れる体験は

皆様の人生観をも変える程の魅力に満ちた究極のオアシス。雄大な大自然との共生により

自然環境の素晴らしさに触れ、新たなる喜びへと導く滞在となることでしょう。また老若男女を

問わず楽しめる常夏の環境は、皆様のご旅行日程を選ばず気軽に渡航することもでき、セブ島は

私達にとって、すべてに満たされる幸福の島、恵まれた大自然に身を委ねてみては如何でしょうか。

日本からわずか４時間でワールドビッグフォー究極のリゾートへ！是非皆様も笑顔が溢れ若返る

楽しい体験の数々、健康管理にもお役立て頂けます南国リゾートライフをご堪能下さい。

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。

皆様の益々のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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3月号

＜編集後記＞
いつでも気軽にワールドビッグフォー究極のリゾートへ！「暑さ寒さも彼岸まで」と申しますが、「暑さ寒さも一年中丁度い
い！」セブ島は、今が夏真っ盛りです。艶やかに咲く色とりどりの花々に“こころを癒し”ミネラル豊富な海に入れば“からだ
も安らぐ”元気の宝庫セブ島は、他にも一年中おもしろさが満載です。ご旅行を計画される際は出発日より４ヵ月前（ピー
クシーズンは更に早め）の早期手続きをお勧め致します。現在、当社提携旅行会社による４月以降の航空料金が未発表
となっております。間もなく発表となりますが、搭乗予約受付は随時承っておりますので、詳細等お気軽に当社旅行担当
まで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・森田

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２９年２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

０３／０１～０３／３１ ￥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
大 阪 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：１ ５
１ ５：２ ５
１ ５：２０
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今 回で３回目のセブ旅 行です。

成 田 発２時２５分の飛 行 機で４

時間半かけてマクタン・セブ国際

空港に到着。初めての雨でした。

夕 食 はフィリピン料 理 でした 。

日本人に合う味です。次の日は快晴、

気温は２８度でした。バディアンゴルフリゾートに出かけました。２泊して３回

ゴルフを楽しみました。日本では考えられない気候です。毎日クーラーの世話にな

りました。毎日のマッサージも格別でした。５泊６日はあっという間で、まだ帰りたく

ない気持ちでした。今回お世話になった通訳のダイアナさん、メイドの皆さん、

本当にありがとうございました。また来年も行きたいと思います。

バディアンゴルフリゾートでゴルフを楽しみ、毎日の
マッサージも格別でした！また来年行きたいと思います！

毎朝食卓に出てくるマンゴージュースは正に感動！

今回は２回目のセブ旅行。自分の
家族とおばあちゃんの友達と参加
しました。コーラルポイントリゾート
に行く車の中で窓の景色を見て
いるうちに、１年前に初めてセブを
訪れた時のことを思い出しました。
マンゴーやバナナを沢山食べたこと。
海で貝を拾ったり、ジンベエザメ
と泳いだりしたこと…。さて、今回
の旅行ではどんな楽しいことがで
きるのか”ワクワク”してきました。
３日目にフェリーでボホール島に渡って、ターシャを見ました。どんなサルなのか
興味津々でしたが、実際は小さくて思った以上にかわいいサルでした。チョコレ
ートヒルズは自然にできた風景とは思えない形の山がたくさんあり感動しました。
今回、楽しみにしていたパラセーリングができなかったのが残念でした。その分、
日本ではやった事のないマッサージを体験したり、船で違う島に渡ってバーベ
キューをしたり楽しいことができました。家族で一緒にたくさんの時間を過ご
すことができたのもいい思い出になりました。行く度に楽しい事がいろいろ
あるセブの旅行なので、また皆で３度目のセブがあったらいいなと思います。
楽しい思い出ができたことは通訳のダイアナさんとドライバーのフランシスさん、
メイドさんのおかげです。ありがとうございました。

「非日常」に誘（いざな）われて

今回で３回目のセブ旅行！ ５泊６日は
あっという間で、まだ帰りたくない気持ちでした

行く度に楽しい事がいろいろあるセブの旅行！ また
皆で３度目のセブがあったらいいなと思います♪

思い出いっぱいのセブ旅行 セブ旅行

夢のようなセブの旅
マクタン・セブ空港からコーラルポ
イントリゾートまでの車窓から、セブ
の人々の活気溢れる生活を垣間
見て、忘れていた時代を思いなが
らも現代の日本とのあまりの違いに、
『あー異国に来たんだなぁ』と実
感がわきました。コーラルポイントリ
ゾートに到着すると一転、その静
けさと豪華さに目を見張る思いで
した。翌朝、A棟６階の部屋の窓
から静かな海と木々の中に咲く南
国の花々がとても美しく、感動的

でした。感動と言えば、毎朝食卓に出てくるマンゴージュースは正に感動！初め
て飲む美味しさで、もうやみつきです。２日目はバンカーボートで小島に渡り、
海岸散歩とＢＢＱをいただいて、年を忘れて楽しみました。３～４日目はバディアン
ゴルフリゾートへ。暑さの中、初めてのゴルフに空振りしたり、ＯＢの連続で大い
に笑い、本当に楽しかったです。夜はオイルマッサージを受けながら夢の中へ。
至福のひととき。帰り道、カワサン滝に立ち寄り涼しい川風とマイナスイオンを
たっぷりと浴び、途中地元のスイーツなど買い求め味わいつつコーラルポイント
リゾートへ戻りました。最後の夜はパーティーを開いていただいて思い出に残る
楽しい夜となりました。通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達には本当に感謝し
ています。何と言っても主婦の私にとっては”夢のような”旅行でした。

家族で一緒にたくさんの時間を過ごすこと
ができ、思い出いっぱいのセブ旅行でした♪

コバルトブルーの 海と白い 砂 、
果てしなく続く水平線、人情味豊か
なセブ島の人々、安心で安全な旅
を可能にするセブの様々な環境。
この素晴らしい「非日常」に憬れて、
海なし県の信州上田から５名の
メンバーはマクタン・セブ国際空
港に降り立つ。リーダーの前沢さ
ん以 外の４名は初めてのセブ。
コーラルポイントリゾートＡ棟６階の
フロアーにお世話になる。①フィリ
ピン料理②ショッピング (アヤラセンター、シューマート) ③アイランドホッピング
④オプションでボホール島⑤マッサージ（エステ）など、しっかりと堪能した。宿の
設備に不安を感じたのに、６日間の旅ですっかりその環境に慣れたのも、身の
周りのお世話をしてくれたメイドさん、安心して旅を任すことができる通訳さん、
ドライバーさんのお陰である。ただ感謝あるのみ。もう一つの収穫は、６日間の海
外旅行を乗り切れたことである。それぞれ健康面で不安を感じながらも、なんと
か旅行を完遂できたことである。60～7 0歳代でも無理をせず自分たちのペース
で日程が組んでもらえるのも魅力のひとつである。旅の終盤、皆で次回の旅行
の構想を練っているという事実も、今回の旅の満足度を語っていると言える。

60～70歳代でも無理をせず自分たちのペース
で日程が組んでもらえるのも魅力のひとつ！

バディアンゴルフリゾートでは、カワサン滝に立ち寄り
涼しい川風とマイナスイオンをたっぷりと浴びてきました！

水深５メートルで記念撮影！ 「非日常」に誘
（いざな）われ、人情味豊かなセブ島の滞在を満喫！

出発日９月１４日（５泊６日）
会員歴１年１ヵ月　渡邉さん

出発日１１月２３日（５泊６日）
会員歴４年４ヵ月　坂上さん

出発日８月５日（６泊７日）
会員歴２年７ヵ月　山浦さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴１年　荒井さん
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朝９時３０分、セントレア（中部空港）
へ、私達にとって何より嬉しい出発時間
です。初めてのセブ旅行を楽しみにし
ている兄妹の方々６名さんと、成田か
ら娘の様に接している女の子の８名で
のセブ・リフレッシュの旅です。「あのエ
メラルドの海を」と心の中で願っていま
したが、残念“小雨”です。それでも波が
なく静かな海でしたから、島巡りへ出
かけました。砂浜で貝を拾いました。海
水の方が温かい程でしたので、途中ナ
ルスアン島で一人２００ペソの入島料
を払いシュノーケリングを楽しみまし

た。小さな色とりどりの熱帯魚と遊び、これも又感動の時間でした。次の日はゴルフをされる
方、ショッピングをされる方とそれぞれの時間を過ごしました。ファッション服を取り揃える
「ＺＡＲＡ」でのショッピングは流行の洋服が沢山揃っており、この子のお陰でセブでもう
１つお気に入りのお店を発見できました。全員でコーラルポイントリゾートのプールを体験
し、マッサージに２回行き、７名のおじさんおばさん達にいつも明るく笑いの輪を作ってく
れたのは、この子のお陰。皆さん若返りました！４泊５日一緒に食事をしたり、同じ時間を過
ごすと、不思議に私まで本当に仲の良い兄妹の一員になっておりました。部屋から見る椰子
の木の向こうに広がる青い空は、南国を実感でき、体も心もリフレッシュです。次回は、「どう
か、あのステキなエメラルドの海をプレゼントして下さい！」と願いながら、飛行機の窓から
コーラルポイントリゾートを見つめて帰ってきました。すばらしい４泊５日の旅は、１人ひ
とりの心の中に楽しい思い出として残って下さったと思います。

ステキな兄・妹の方々との
旅行は楽しかったです♪

また絶対セブに来るんだ！ という目標
ができました♪BIG LOVE またね！

残暑厳しい９月３日から７日までの旅
は、いつものメンバー３人と新しく仲間
になられたご夫婦と５人で中部国際空
港からセブ・ボホールへの旅でした。何
より良かった点を挙げれば幾つもあり
ますが、何と言っても第一は行き帰りを
含めて５日間天候に恵まれたことで
す。またマクタン・セブ空港で迎えてく
れたのが幾度もお世話になっているベ
テランガイド兼通訳のリサさんでした。
お陰様で安心して旅程を楽しむことが
出来ました。今回もメイドさん達が心
を込めて作ってくれた朝食や、パンダノン島で遊んだ後のバーベキュー、最後の夜のパーテ
ィー等、楽しく美味しく頂く事ができました。自分達で選んだ食事と言えばフィリピン料理で
通しましたが、全て美味しく満足する事が出来ました。セブは大都市として、観光地として、ま
た、ボホール島は道路も広く舗装整備され、観光施設等も改良されており、特に近い内に国
際空港も開設されるとのこと。この様に行く度に発展し変わって行く姿を目の当たりにして
来ましたが、何よりもマクタン島の変わりようです。コーラルポイントリゾートの周りを含め、
リゾートホテルや高層マンションが建ち並び、数年前とは様変わりです。街中を歩けば工場
など、働く場所もどんどん増え活気に満ちており、子供や若者が溢れている姿を見るにつけ
益々発展して行く事と羨ましく思えます。こうして定年退職後に元気で楽しいワールドビッグ
フォーリゾートへの旅が何年間も、何回もできるのは行方会長をはじめワールドビッグフォ
ースタッフ皆様のお陰と感謝しております。ありがとうございました。

最高のセブ旅行

『パパが定年になったら、皆で来
よう！』…と二人で約束しました！

こうして定年退職後に元気で楽しいワールドビッグ
フォーリゾートへの旅ができる事に感謝しております！

行く度に変わるセブ・ボホールへの旅 初めてのセブ旅行の方々とリフレッシュの旅

夢にまで見たセブ旅行
たくさんの素晴らしい出逢いがあり、一

生忘れる事のできない、中身がぎゅっと

詰まったかけがえのない時間を過ごす

ことができました。大好きな海、島での

バーベキュー、キレイな魚、パラセーリ

ング、マッサージ、ショッピング、朝の美

味しいマンゴージュース。喜びと驚きの連続で、どれもこれも最高でした！！こんな体験がで

きるなんて、私は本当に幸せ者です。現地スタッフの方々も本当に親切で、別れがとても悲

しいですが、また絶対セブに来るんだ！という目標ができました。池上さんはじめ、伊藤さ

ん、宮下さん、原田さん、私を温かく迎え入れて下さり本当にありがとうございました！BIG 

LOVE またね！

ボホール島チョコレートヒルをバックに♪今回も
お陰様で安心して旅程を楽しむことが出来ました！

９月１７日から、４泊５日で初めての

セブ島へ行って来ました。２回目の海

外旅行でした。フィリピンは物価が安

いと聞いていたので、ショッピングを

楽しみにしていました。大きなショッピ

ングモールにいくつか行きました。日

本で買うよりも安く化粧品を手に入れ

る事ができて良かったです。実際に滞

在してみて毎日の楽しみだったのが朝

食でした。日本とは食文化の違うセブ、どんな食事なのか“ドキドキ”していました。元々、体

がそれほど強い方ではなかったので、お腹をこわさないかという事も心配でした。しかし、

宿泊施設での朝食は私にピッタリと合う部分があったようで家族の誰よりも食べていた

のを記憶しています。フィリピン料理は甘めでした。他にも、エステ、マッサージ、離島での

ＢＢＱ、マンゴー工場見学、市内観光など・・・。４泊５日の中に盛りだくさんであっという

間でした。天気が残念なのが心残りでしたが、南国を満喫できて本当に良かったです。明

るくてノリノリなセブのスタッフの方達に元気をたくさん貰い、また仕事もプライベートも

充実させようという活力になりました。ステキな宿泊施設も大満足でした。

フィリピン料理をはじめ、エステ、マッサージ、離島でのＢＢＱ、
マンゴー工場見学、市内観光など、盛りだくさんでした♪

喜びと驚きの連続で、一生忘れる事のできない、
中身がぎゅっと詰まったかけがえのない時間でした！

明るくてノリノリなセブのスタッフの方達に元気をたくさん貰い、
また仕事もプライベートも充実させようという活力になりました！

出発日９月１７日（４泊５日）
会員歴６年３ヵ月　大脇さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴１８年　池上さん

出発日９月３日（４泊５日）
会員歴１２年　田中さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴１８年　宮坂さん



5 6

６月２５日から７日間、セブの旅行に
行って来ました。６０才の誕生日と退
職の記念が重なり、とても楽しい旅行
になりました。今回で４回目でした
が、行く度に新しい発見があります。マ
クタン市内の交通が増えた事、道路の
端に車が止まっておりスムーズに走れ
ません。道路の工事も各所で行われ
て、大型のトラック、観光バスが増えた
事も感じられました。７日間滞在した
のでバディアンゴルフリゾートにも足
を伸ばしました。片道２００㎞のドラ
イブはセブの自然を満喫出来ました。

途中工事中で車が止まった時、地元の人が物を売りに来たので、豚の皮を揚げたのを買
い食べました。日本では味わえない味をしており美味しかったです。バディアンゴルフリ
ゾートの宿泊施設に着いてから近くで観光名所となっているカワサン滝を見に行きまし
た。筏の舟で滝壺まで行き、水に打たれてスリル満点で、皆キャアキャア叫んでいました。
次の日はジンベエザメを見学しました。大きな口を開けてエサを飲み込む様は驚きまし
た。その日の夜はマルコポーロホテルでバイキング、通訳さんが気を遣って下さり、ホテ
ルからケーキと歌のプレゼントがあり良い思い出になりました。最終日の前夜は長野か
らの人と一緒にさよならパーティーをして、その時も子豚の丸焼きとバースデーケーキを
出して頂きました。皆様の心遣いに感謝、感謝の７日間でした。ドライバーさん、通訳さ
ん、メイドの皆さん大変お世話になりました。ワールドビッグフォーのお陰で、これからの
人生益々エンジョイ出来そうです。ありがとうございました。

７日間滞在で時間にも余裕があったので
バディアンゴルフリゾートまで足を伸ばしました。

行く前の天気予報は雷雨、
現地は晴天続きで満喫しました♪

行きたかった半分、尻ごみ半分

の私が背中を押され、ついにセ

ブ島に行って参りました。一番の

感動はパラセーリング！青い空と

青い海、夫と二人、大空で鳥にな

り３ ６ ０ 度 パノラマ を 満 喫し

「あの島は昨日バーベキューして

もらった島だよね」「あそこにも飛んでいる！」などと言葉を交し最高の気分で

羽を伸ばして来ました。又プールでは皆幼少に戻ったかの様に水を掛け合

ってはしゃいだり泳いだり、それはそれは楽しいひと時でした。海の魚は

美しく、パーティーでの歌、踊りでは盛り上がり、何とも言葉では言い表せ

ない日々を過ごすことができました。旅への待ち時間は長く、旅先での時の

流れはあっと言う間の短さでした。スタッフの皆様、同行して下さった池上

さん大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。「サラマッ！」

初めてのセブ

６０才の誕生日と退職記念が重なり祝って頂きま
した♪これからの人生益々エンジョイ出来そうです！

一番の感動は夫と二人、
パラセーリングで大空へ♡

楽しかったセブ 新たなるセブの発見

満喫したセブ
セブは２回目！ちょっと余裕？な気持ち
で準備が出来ました。前回は冬に出か
けたので、何をどう持っていったらいい
のか少し迷いましたが、今回は夏から
真夏へ！気持ちも楽でした。でも荷物は
多くなるものですネ。スーツケースいっ
ぱいになってしまいました。行く前は友
達がチョコレートヒルへ行き、メガネザ
ルが見たいと言って、『そんなところが
あるんだ？』ぐらいの気持ちでした。今
回は一週間滞在ということで『何をした
らいいのだろう？』行く前の天気を調べ

ると雷雨、これは宿泊先に缶詰めかなと思い、成田でトランプやオセロを購入。これで時間
を潰そうと思っていましたが、いざ行ってみると晴天が続きました。バディアンゴルフリゾー
トに移動してカワサン滝に打たれたり、ジンベエザメを見たりして観光を満喫。ボホール島
では、タクシー運転手さんの素晴らしい？運転で、晴天のチョコレートヒルへ。かわいい三角
山を沢山見る事が出来、写真もバッチリ！！ところが、ターシャを見に行く時は、物凄いスコー
ル！！でも何とかカワイイ姿を見る事は出来ました。体中ずぶ濡れでしたが自然乾燥、南国な
らではです（笑）。船に揺られてのバイキング、生演奏や地元民のダンス、ウクレレを弾く真似
事もやらせてもらいました。本当に今回のセブはスケジュール満載で、食事も美味しいレス
トランに連れて行って頂いて、豪華に食べた後の夕食は、持ってきたそうめんであっさり！体
も心も胃も癒された旅でした。メイドさんとのダンス、汗をかきかき楽しかった。本当に皆さ
ん有難うございました。

尻ごみ半分の私が背中を押され、
ついにセブ島に行って参りました！！

毎月送られてくる会報から究極のリゾ
ートに想いをはせ、日々寒くなる日本
を出発しました。セブまでの飛行４時
間も体に負担を感じさせません。マク
タン・セブ空港に着いたものの、通訳
さんがまだ来ておらず、ちょっと不安
な気持ちになりましたが、明るい通訳
のシャローンさんの登場で大いに安
堵しました。コーラルポイントリゾート
での宿泊初日は1階に滞在しました
が、寝室のエアコンが作動しなかった
り、他のエアコンから水漏れ等トラブ
ルが発生しましたのでA棟５階に変更、メイドさんの気持ちのよい対応で最終日まで広く
て素敵なお部屋で大海原を見ながら快適に過ごすことができました。初日に計画したア
ウトドアは雨により変更することになりましたが、ゲストは私たち２人だけの貸し切り舟で
島巡り、また市内観光やアメージングショー、マッサージ、マリンアクティビティー、ボホー
ル島観光等、通訳さん、運転手さんが連れて行って下さり、異国の生活を楽しみました。ド
ライマンゴーは前評判１位の品のお店で買うことができました。ウクレレは良い物を格安
で手に入れました。ローカルグルメのレストランは味付けも醤油を使っていたりして親し
みやすくたくさんオーダーしてしまい、食べきれない料理はテイクアウトしてまったりお部
屋でいただきました。６日間娘とゆっくり過ごせたことに感謝します。最終日、早起きして
見た朝日の美しさ、忘れない思い出になりました。ありがとうございまいした。

初めてのセブで異国の生活を楽しみました！
６日間娘とゆっくり過ごせたことに感謝します！

体も心も胃も癒された旅、メイドさん
とのダンスも本当に楽しかった！

ボホール島の先住民による炎の
パフォーマンス！かなり燃えてます！

出発日１１月２２日（５泊６日）
会員歴１年　大塚さん

出発日６月２５日（６泊７日）
会員歴３年５ヵ月　互井さん

出発日１１月１６日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　伊藤さん

出発日６月２５日（６泊７日）
会員歴１年５ヵ月　岡安さん
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今回初めて、ワールドビッグフォーリゾ
ートのセブ旅行に行ってきました。家内
は３回目なので、殆どお任せの計画で
したが、直前になってテレビでジンベ
エザメと一緒に泳げる場所があると知
り、期待して現地の通訳の方に相談し
たところ、オプションで行けることがわ
かり、早速計画に入れてもらって行ける
ことになりました。ジンベエザメウォッ
チングの場所はセブ島最南端の方に
あるため、前日からバディアンゴルフリ
ゾートのホテルに移動して一泊し、翌

朝車で現地に移動し、到着すると観光客がとても多く、人気が高いのがよくわかりました。現
地でガイドの案内で料金を払い、注意事項も日本語で書いてあるものもあったので、よくわ
かりました。人が多い割にはあまり長時間待つこともなく、４人から１０人乗りの手漕ぎの
ボートに乗って１００メートルくらい沖に移動、餌付けしている海上に案内されて、一緒に
泳ぐことができました。まだ子供のジンベエザメのようでしたが、体長５メートル以上はあ
る大きな魚体にビックリしました。一度、真下にゆったりと近寄ってきて、間近で見る事がで
きて感動でした。その他の計画は船酔いが心配でしたので、現地でのんびりしたいと思って
いましたが、通訳さんの配慮からバンカーボートで１時間くらいのパンダノン島にアイラン
ドホッピングに案内してもらい、ボートの上では空気で膨らませたエアークッションで横に
なってクルージングを楽しめました。現地の通訳さんと長距離にも対応してくれたドライバ
ーさん、メイドさん達に感謝、感謝の旅行でした。

船酔いが心配でしたが、ボートの上ではエアークッションで
横になってクルージングを楽しめました。快適で～す♪♪

マリンスポーツに美味しい料理♪
沢山の楽しい思い出をありがとう！

２度目のセブ！それに７日間も！！今回
は雨季にあたる６月なので天候が良
くなく、コーラルポイントリゾートでの
んびり過ごすことになるのかなぁ『そ
れもいいけど…』と思いきや、雨に当
たったのは一度きり！目いっぱい遊ぶ
ことが出来ました。先ずは買い物、マッ
サージをし、次の日はバディアンゴル
フリゾートに行き一泊！滝に打たれて
来ましたが、これが意外と面白かった
です。ジンベエザメに会うことも出来
ました。次の日はボホール島に渡りチョコレートヒルに行き、小さなターシャ（眼鏡猿）に
会うことも出来ました。ロボク川クルーズでは子供達の踊りを見せてくれ、一緒にギターを
弾き楽しかったですよ。次の日はバーベキュー、海やプールで泳ぎを楽しみ、少し泳げる？
様になりましたよ♪最後の夜はさよならパーティー！一緒に旅行した互井さんの誕生日を
祝ってメイドさん達と踊って楽しいひと時でした。今回の旅行は念願のスイーツ「ハロハ
ロ」を食べたり、おいしいものばかり食べる事ができ私のお腹も満足！たくさん遊び、たく
さんセブの自然に触れることができ、たくさん感動し、大満足です！！こんなに楽しい旅が
出来たのは一緒に行った友人のおかげです。また、たくさん我儘を聞いてくれた通訳のリ
サさんのおかげでもあります。それに運転手さん、かわいいメイドさん達も本当にありが
とうございました。

初めてのセブ島、初めてのマリンスポーツ

ジンベエザメと一緒に泳げる場所があると知り、早速、
現地通訳の方に相談！ 間近で見れて感動しました！！

ロボク川クルーズでは子供達の踊りを見学！
一緒にギターを弾き楽しかったですよ♪

満足セブ！！ ジンベエザメを間近で見て！

セブ！最高！
私の母に誘われ、妻、長男、次男、姉家
族、合計１０人でのセブ旅行でした。旅
行が決定してからワクワクしており、や
っとこの日がキタ！と言う感じでした。特
に初めての海外旅行、初めての飛行機
に乗る次男は楽しみで、「あと何日でセ
ブ行くの～？」と毎日聞いてくる位でし
た！マクタン・セブ空港に到着したのは
昼過ぎ、日本とは違う南国特有のムッと
した熱気に迎えられ、全員興奮状態。通
訳さんとの合流もスムーズだったし、日
本語も上手だったので安心しました。

部屋はA棟４階を私たち、A棟６階を姉夫婦と母が利用しました。初めて部屋に入り「ウソだ
ろ…。リッチ過ぎる！」広 と々したリビングに圧倒されました。またリビングから見える海の眺
めは最高でした。下を見るとプールが幾つもあり、旅の疲れもどこへやら、子供と私はプー
ルへ飛び込みました。２日目の夜はメイドさん達がパーティーを開いてくれて、美味しい料
理と歌を楽しみました。行く前は料理に不安がありましたが、私達好みの味にメイドさんが
味付けしてくれたので、滞在中は食事も楽しみでした。３日目は、バナナボート、パラセーリ
ング、シーウォーカーを楽しみ、４日目はアイランドホッピングを楽しみました。最終日前日
は楽しみにしていたセブ観光。ショッピングモールやドライマンゴー工場でお土産を沢山買
いました。帰国は早朝便でした。夜明け前なのに空港まで見送りに来てくれた通訳さんとの
別れは少し寂しかったです。沢山の楽しい思い出をありがとう。セブ最高！！！

最後の夜はメイドさん達と踊って楽しいひと時でした！ こんな
に楽しい旅が出来たのは一緒に行った友人のおかげです♪

今回は人生初めてのセブ島旅行になり

ます。娘と２人で楽しんで来ました。６

月２８日、成田空港からマクタン・セブ

空港に着き、すぐに通訳さんとドライバ

ーさんが迎えに来てくれてとても安心

しました。コーラルポイントリゾートで

は、毎朝違う朝食を出してくれて、フル

ーツも新鮮で濃厚でした。特にマンゴ

ージュースは非常に美味しかったです。

次の日から人生初めてのマリンスポー

ツに挑戦！パラセーリングを体験しました。空を飛んでいる感覚と透き通る海に感動し、空の

散歩を楽しみました。目の前に限りなく広がる青い空、広大無辺の大海の力を見せ付けられ

ると、世の中の大変さや全ての苦労も消え去り、人生がとても素晴らしいことに気付かされ

ます。そんな訳でパラセーリングはスリル満点の激しい体験でしたが意外と楽しく、こころも

からだも若返った気分でした。そして、船でカモテス島にも行きました。海風が非常に気持ち

よく、とても綺麗な南国風景を味わいました。その他市内観光や買い物も案内して貰いセブ

を満喫して来ました。最後に、スタッフの皆様、通訳さん、ドライバーさんに感謝しています。

ありがとうございました。そして、ワールドビッグフォーのスタッフの皆様にもこの様な素敵

な旅（めったにない機会）を提供して頂き、こころより感謝申し上げます。

目の前に限りなく広がる青い空！ パラセーリングは
スリル満点！こころもからだも若返った気分でした♪

妻、長男、次男、姉家族の合計１０人、初めてのセブ
旅行が決定してからワクワク♪やっとこの日がキタ～！

娘と２人、人生初めてのセブ島旅行を楽しんで来ました♪
素敵な旅を提供して頂き、こころより感謝申し上げます！

出発日６月２８日（６泊７日）
会員歴１年１１ヵ月　陳さん

出発日７月２５日（４泊５日）
会員歴５年１１ヵ月　竹内さん

出発日６月２５日（６泊７日）
会員歴１年５ヵ月　浅見さん

出発日８月２０日（５泊６日）
会員歴１０年　平山さん
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４泊５日の初めてのセブ旅行は、私に
とって忘れられない夏の思い出になり
ました。一人娘の結婚相手のお母様の
お誘いを受けて、娘夫婦と母二人、そ
してワールドビッグフォーの統括代理
店の朝田さんが同行して下さり５人
での旅になりました。数時間の飛行機
も楽しい会話で、あっと言う間に着い
たような気がしています。初日の夜は、
マクタン島のラプラプで、まるで森の
中に居るようなレストランでの美味し
い夕食。道中の車の中から見る町の景

色はとても物珍しく、やたら興奮していたのを覚えています。また、着いたリゾート施設が
コーラルポイントリゾート大富豪の別荘とかで、どの部屋も目を疑う程豪華絢爛のものば
かり、その上メイドさんまで…まるで夢でも見ているようなお姫様気分。二日目はアイラ
ンドホッピング、またパラセーリング、シーウォーカー、ジェットスキーに挑戦。特にシーウ
ォーカーは竜宮城にでも来た様な気持ちになりました。三日目はボホール島に渡り、めが
ね猿と対面。チョコレートヒルからの眺めは絶景で、ロボク川クルーズランチもなかなか
でした。四日目はシュノーケリングで十分に海の魅力を満喫、そしてその夜は娘の結婚パ
ーティーを開いてもらい、最高の思い出を作らせてもらいました。朝田さんのきめ細かな
サポートも素晴らしく、もう何も言う事のない５日間、また是非行きたいと思います。

ボホール島に渡り、めがね猿と対面！ チョコレートヒル
からの眺めは絶景でした♪丘まで手が伸びました！（笑）

ジェットスキーのスピード感は爽快！ ３台
が競い合って走り、スリル満点の大迫力！

今回２度目のセブ旅行でした。１度目
のときプールや海やマリンスポーツが
とても楽しく、料理もおいしかったの
で、もう一度セブに行けると聞いてう
れしくなりました。私がセブに行ってと
ても心に残ったことは３つあります。
１つ目は料理です。毎日メイドさんが
作ってくれる朝ごはんは、日本よりトマ
トが青くびっくりしました。トーストや
サラダやベーコンがとてもおいしく
て、いくつでも食べれると思いました。
とてもおいしい朝ごはんが毎日食べら
れて、とてもしあわせだと思いました。ピザ屋さんで食べたスパゲティーやピザもおいし
かったです。また前に１度来たときマリバゴグリル（フィリピン料理店）がとてもおいしく
て２回も来たので今回も楽しみでした。エビ料理やお肉がとてもおいしかったです。メイ
ドさんが作ってくれたエビ料理も美味しかったです。２つ目はコーラルポイントリゾート
です。いとこと兄弟といっしょにかくれんぼをしました。妹は小さいので引出の中に入って
いてまったく見つかりませんでした。３つ目は海です。船のお兄さんのゴーグルにニモが
入っていて、私は本物ではないと思っていました。でもゴーグルの中でニモがおよいでい
たのでびっくりしました。ほかにもサンゴにさわりたいと思い何度ももぐりました。セブの
海はとてもキレイで楽しかったです。セブでの１つ１つのことが楽しくてとても良い思い
出になりました。また行きたくなりました。

あの素晴らしいセブをもう一度

娘夫婦と母二人、４泊５日の初めてのセブ旅行は、
私にとって忘れられない夏の思い出になりました！

マリバゴグリル（フィリピン料理店）へ今回も行きまし
た！ エビ料理やお肉がとてもおいしかったです～♪

楽しかったセブ旅行 夢のような夏の思い出

４回目のセブ旅行
秋休みのとれた友人２人とマリンスポ

ーツを堪能してきました。パラセーリン

グ、ジェットスキー、バナナボートをして

大はしゃぎ。ジェットスキーのスピード

感は爽快で、３台が競い合って走り、ス

リル満点の大迫力。カワサン滝の滝くぐ

りでは水の冷たさと水の重さが体に伝

わる痛さで感じました。パンダノン島へ

の往復の船旅の心地良さにもうっとり。

毎朝起きるたびに、目の前の波の音の

ない静かな海を見、海を通る風と空気の中にいられることの幸せ。あまりにも幸せなので

時々目を閉じてこれは本当だと体中の細胞に言い聞かせて、目を開けて目の前にある景色

をさらに感じるというようにしていました。癒されるとは、こういうことをいうんだなぁと…。

４回目の旅にして初めての体験になったのはガンシューティング。本物の銃の重いこと。片

手などではとても持てず、狙いをつけて当てるのも難しい。撃った後の薬きょうが熱いなど

初めて尽くしでしたが、的の真ん中にあたるとやはりいい気分でした。今回もメイドさんた

ち、ガイドさん、運転手さんに何もかもお世話をしていただける贅沢を感謝いたします。来

年もまた豊かな時間を求めてセブに行きたいと思っています。

今回２度目ですが、また行きたくなりました！ セブで
の１つ１つのことが楽しくてとても良い思い出です！

来ました！来ました！又来る事が出来ま

した～！昨年のセブ旅行があまりにも

楽しかったので、『２度目は大切な家族

を連れて来たい！』と願い続けていた

所、息子とフィアンセとフィアンセの母

親が行ってくれる事になったのです！こ

れは神様がくれた真夏の奇跡です！３

人は全ての仕事をキャンセルして同行

してくれたのです。出発当日、大型台風

の上陸予定でしたが、無事出発！家族４

人の豪華な旅行のスタートです。朝田統括さんに『あれをしたい！！あそこに行きたい！！あれ

を買いたい！！あれを食べた～い！！』と言うと、全て言った事が叶うという信じられないくらい

最高の旅でした！また初挑戦の「パラセーリング」と「ジェットスキー」と「シーウォーカー」は

夢が叶った思い出です。そして一針一針心を込めて作りあげたブーケを渡し、レイを２人に

かけてあげた時、２人が『お母さん…ありがとう』と言ってくれた言葉に『うるうる』と涙した

旅行でした！次回３度目は息子達の子供と一緒に来たいと心から思いました。改めてワール

ドビッグフォーの会社の理念にこころから感謝申し上げます。

手づくりのレイをかけたとき『お母さん…ありがとう』
と言ってくれた言葉に『うるうる』と涙した旅行でした！

本物の銃の重いこと！ 狙いをつけて当てるのも難
しい。的の真ん中に当たるとやはりいい気分でした！

来ました！ 来ました！ 又来る事が出来ました～！
今回は家族を連れての最高の旅でした！ 

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　村田さん

出発日８月２９日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　岸本さん

出発日８月２０日（５泊６日）
会員歴１０年　関根さん

出発日１０月８日（４泊５日）
会員歴３年４ヵ月　卯月さん




