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セブ島の壮大な自然に包まれた究極のリゾート「コーラルポイントリゾート」

ごあいさつ
幸福が誘う南国の楽園セブ島ワールドビッグフォーリゾートへ！

珊瑚礁が包み込む大海原の景観とマイナスイオンの海風が通う常夏の環境は
皆様のご旅行日程を選ばず、１年を通していつでも気軽にご満喫頂くことができます。

また日本では味わうことのできない豊富なアトラクションは、ご家族やご友人との心に残る
思い出づくりには勿論、老若男女を問わず海外旅行が初めての方でも安心してお楽しみ頂けます
よう環境整備も推進されておりますので、元気に満たされた最高のご旅行プランでお過ごし下さい。
是非皆様もワールドビッグフォーリゾートで！至福のセカンドライフにも最適な笑顔が溢れる
充実したひととき、健康長寿にも繫がる若返り体験の数々を思う存分にお楽しみ下さい。
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。

心に残る楽しい思い出をワールドビッグフォー究極のリゾートで！ワールドビッグフォーリゾートでは、航空チケ
ットの手配はもちろん、現地滞在期間中は、陽気でフレンドリーな当社現地スタッフが皆様のお世話を致します
ので安心・安全。通訳兼ガイド、ドライバーがご希望するプランに沿ってご案内致します。ご家族・ご友人との最
高の思い出づくりに、是非楽しい計画をお立て下さい。尚、搭乗予約は出発日より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。詳細等は、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

（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３０年５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

０６／０１～０９／３０ ￥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 ９：３ ５
１ ５：２ ５
１５：３０

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

＜編集後記＞

人生観が変わる究極のリゾート！
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２年前に初めてセブ旅行に参加しまし

た。前回は天候に恵まれず、予定してい

たけど残念にも出来なかった事が３つ

ありました。１．マリンスポーツのパラ

セーリング。２．ボホール島のターシャ

に会う。３．ジンベエザメウォッチング。

今回はリベンジするぞーと願い参加し

ました。朝、目覚めて外を見ると、バッチ

リ晴天でした！朝食後仕度をして、パラ

セーリング＆バナナボートを楽しみました。これまで以上に最高の気分で空中散歩しながら

夫婦の会話をしました（笑）。次の日は小さくて可愛らしいターシャ（メガネ猿）に会えて目標

の２つ目はクリアしました。“ジンベエザメウォッチング”はタイミングが合わず残念ながら

出来ませんでしたが、ショッピング・エステ等々も楽しみ、セブを満喫しました。最終夜には

パーティーを開いて頂き、楽しい夜を過ごさせて頂きました。今回お世話になりました現地

スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

セブをたっぷり満喫して来ました！ 現地ス
タッフの皆様、本当にありがとうございました！

海の底を歩いて沢山の魚達と触れ合うシーウォー
カー、ちょっとビビリながらも初めての体験に感激！

昨年は、右足の怪我でマリンスポーツ

にカワサン滝、ジンベエザメ見学が出

来なかったので、今回こそは実現する

はずが…。何と運が悪いのか出発の少

し前に坐骨神経痛になり今回もパー！！

「ア～ア…ガッカリ」。２日目は射撃。昨

年一緒に行った友人に負けたので、今

年はリベンジのつもりでしたが、また負

けました。それからショッピング、マッ

サージ。３日目も４日目もショッピングにマッサージ。歩くのが辛かったので、足裏マッサー

ジに全身マッサージは気持ちよかった。そして２年ぶりにボホール島に！！チョコレートヒル

ズもきれいになっていた（階段はきつかった）。最終夜のさよならパーティーは素晴らしい生

演奏と、メイドさん達の踊り、運転手さん達のパフォーマンスが楽しかったです。帰るまで

ずっと付き合ってくれた通訳兼ガイドのミッシェルちゃん、ドライバーさん、メイドさんありが

とうございました。また来年お会いしましょう。

三度目のセブ

前回とは打って変わり、今回はバッチリ
晴天♪リベンジのセブ旅行大成功でした！

出発直前、坐骨神経痛になりましたが、現地での足
裏マッサージや全身マッサージは気持ちよかった♪

５回目のセブ リベンジのセブ旅行

セブ島へのセレブ旅行♡
行って来ました！憧れのセブ島へのセレ

ブ旅行。目的はパラセーリング、シー

ウォーカー、癒しのマッサージ。そして

抱えきれない程のショッピングを楽し

むツアーの３本立て。義妹の喫茶店に

集う平均年齢６３・５歳の４人旅。最年

長７２歳の先輩の行動を心配をしなが

らも、飛ぶというより浮いている感覚の

パラセーリング。３６０度青い空と青い

海の南国の景色を堪能。その海の底を

歩いて沢山の魚達と触れ合うシーウォーカー、ちょっとビビリながらも初めての体験に感激

しきり。最終日前夜のスタッフの皆さんによるダンスパーティーはノリノリダンス。みんなの

笑顔、異口同音に「行って良かった。楽しかったね～♪」。目的はパーフェクトに味わってきま

したが、そうセブ島の観光地めぐり…、次回にお預けとなりました。毎日お世話してくれたメ

イドさん、スタッフの皆さん、わがままな買い物まですべてに付き合ってくれた通訳のリー

ゼルさん、日本人では乗りこなせそうも無い道路事情をすいすい走る運転手さん、本当にあ

りがとうございました。また次回付き合ってくれますか？

楽しかったです！ 帰るまでずっと付き合ってくれた通訳兼ガイドの
ミッシェルちゃん、ドライバーさん、メイドさんありがとうございました！

今回は、三度目のセブで７泊８日の旅
でした。出発は１月２５日で、新潟は大
寒波であり、予定を早め、夜中の２時半
に家を出ましたが、途中高速道路が通
行止めになっていたりして、大変な思い
をしながら何とか遅れずに成田に到着
でき、マクタン・セブ空港へと飛び立つ
事が出来ました。前半の４泊は４人だ
けでしたが、後半は３泊グループと合
流し、賑やかな旅となりました。今回は
三度目という事もあり、マリンスポーツ
はせずに、のんびりとショッピングや
マッサージをしたり、日本では絶対にできない射撃体験や行ったことのないお寺や一万本
のバラのイルミネーションを見たり、恒例の観光名所、ボホール島のチョコレートヒルやロ
ボック川のランチ付きクルーズ、ラプラプ公園、トリックアートにも行き、帰国前日はビーチで
バーベキュー、夜はパーティーで踊ったり、歌ったり、ゲームをしたり、童心に返り最後の夜を
楽しみました。一緒に行くメンバーや同行者が違ったり、観光地も少し変わっていたりして、
新たな出会いや発見もあり、何度行っても飽きずに行く度に楽しさが増します。セブではメ
イドさんやドライバーさん、通訳兼ガイドさんがいてくれるので本当に安心して旅ができま
した。同行して下さった皆さん、お世話して下さったセブのスタッフの皆さん、大変お世話に
なり有難うございました。

日本では絶対にできない射撃体験！ ゴーグルと耳栓を
しっかり着けて挑戦！実弾の威力は半端なくド迫力です！

飛ぶというより浮いている感覚のパラセーリング。
３６０度青い空と青い海の南国の景色を堪能！

後半は別のグループとも合流して賑やかな旅となりま
した！ 一万本のバラのイルミネーションも素敵でした♪

出発日１月２５日（７泊８日）
会員歴３年３ヵ月　高山さん

出発日１月２８日（４泊５日）
会員歴４年９ヵ月　大関さん

出発日１月２５日（７泊８日）
会員歴７年１１ヵ月　野崎さん

出発日１月２８日（４泊５日）
会員歴１年１０ヵ月　佐藤さん
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勉強会でひょんなことから、またセブに
行ってみようと思い実現した。ジンベエ
ザメウオッチングは日帰り可能と聞き、
朝４時半出発。途中の暗い道中、地元
の人々は活動し始めていた。明るくなっ
てきた頃から海岸線を走った。前回カ
モテス島へ行った時、海岸に吹き寄せ
られたゴミの山に、掬い取りたい衝動
にかられた時とくらべると、今回の海岸
線は、どこもきれいで気持ち良く嬉し
かった。オスロブのタナワンに着き、ラ
イフジャケットを着け、小舟に乗る順番

を待った。いよいよ順番がきて、お兄さん達の手を借り舟に乗り込み、餌付けしている所へ。
２０隻弱の小舟が取り巻き、何頭（？）ものジンベエザメがゆったりと泳いでいた。餌が撒か
れると、すごい量の海水と一緒に飲み込むのが見られた。シュノーケリングで海の中から見
ている若者も多かった。岸に帰る時間になるとシュノーケリングの若者達も乗ってきた。私
の隣にはイングランドからというピチピチの美しい娘さんが座った。年の差をヒシヒシと感
じたが、話ができて楽しかった。次は水着に着替えてカワサン滝を目指してドライブ。滝の水
は凄く冷たく風邪をひくかと思う程、勢いもすごい。「辞めるわ！帰してぇ！！」と叫びたい程。で
も叶わず最後まで滝打たれを体験した。終わってみれば気持ち良かった。お昼はモアルボ
アルの海辺にあるレストランで、海を眺めながらゆったりと食事。満足感に満ちたものでし
た。今回も良いお仲間とワールドビッグフォーの方々のお陰で楽しい旅が出来ましたこと感
謝致します。

今回も良いお仲間とワールドビッグフォー
の方々のお陰で楽しい旅が出来ました！

気を使わない仲間達に恵まれ、楽しい旅行
が出来ました。また同じ仲間と来たいです♪

今回の旅行は４泊５日、中部国際空港

からのフライトで始まりました。１２名

の仲間と一緒に松本を朝８時に出発。

マイクロバスの中は和気あいあいと楽

しい旅の始まりです。翌日ジンベエザメ

とカワサン滝へ行く組、島でバーベ

キューをする組に分かれ、私達３人は

早朝４時に起きてジンベエザメを見に

出発しました。大きな口を開けてエサを食べる姿にビックリ！！カワサン滝では水圧の強さと

水の冷たさに最初はどうしようと思いましたが、だんだんなれてきて一安心。貴重な体験が

できました。今回はマッサージにショッピング、ニューハーフショー、さよならパーティーとお

天気にも恵まれ、目いっぱい楽しむ事ができました。私一人の為に買い物に付き添って頂い

たり、通訳さん、ドライバーさん、メイドさん達には大変お世話になりました。本当にありがと

うございました。

私へのご褒美

今回の旅行では、朝早起きしてジン
ベエザメを見に行く事にしました♪

カワサン滝では水圧の強さと水の冷たさにはじ
めはパニック！ （笑）貴重な体験ができました♪

楽しかったセブ旅行 ３回目のセブはジンベエザメに会いに

楽しい仲間達とのセブ
2016年２月、セブ旅行に行く予定でし

たが、家内がインフルエンザにかかり、

直前で欠席。仲間に大変迷惑をかけて

しまいました。今回は前回の反省をふ

まえ、体調管理には充分留意し、１２月

９日の出発にそなえました。お陰様で

高山さんを中心に１２名全員セントレ

ア（中部国際空港）を出発、４泊５日の

日程でセブへ！！旅の目的は観光、食事、

施設見学等ですが、各人の目的はち

がっても、気を使わなくても良い仲間に恵まれるかによって決まると思います。その点、本当

に楽しい仲間にめぐり会い、再度同じ仲間とセブに行きたいと願っています。セブに着いて

気付いた事ですが、５年前に比べ道路、車の多さ、信号機が整備され、発展の速さに驚きま

した。ワールドビッグフォーの通訳さん、メイドさん、運転手さんの優しさ、笑顔は前回と全く

変わらず、小生のわがままを聞いて頂き、感謝感謝の連続でした。今回感じた事は通訳さ

ん、メイドさん、運転手さんの親切さ、笑顔、部屋から見えるロケーション等は以前と全くか

わっておらず大感激でした。次回訪問する時は、もう少し長期滞在出来る事を夢見て日々の

生活を規則正しくし、体力を付けたいと思っております。

今回はマッサージにショッピング、ニューハーフショー、
さよならパーティーと目いっぱい楽しむ事ができました！

４年ぶり、久し振りのセブへ出掛けて来

ました。昨年もセブへ予定していたの

ですが、体調を崩し残念ながらキャン

セルしてしまい、一緒に行く方々にご迷

惑を掛けてしまいました。７月過ぎより

体調も徐々に良くなり、セブ旅行に参加

させて頂き、セブが以前よりどれだけ変

わってきたかワクワクした気持ちで、出

発を楽しみにしておりました。日本から

見たセブでのお天気は終日雨との事。

何と、それが女性の晴れパワーで帰る

日まで良いお天気に恵まれ本当に良かったです。気心の知れた皆様とゆったり、のんびり、

一日中笑いっぱなし、気分も最高のセブの旅行でした。また日本から持って行ったそーめん

やお米を茹で炊きしてメイドさんが作って下さった料理もとても美味しかった事。サヨナラ

パーティーも色々趣向を凝らして下さり、メイドさん、ドライバーさん、通訳さん達と一体に

なり素晴らしく盛り上がりました。赤羽さんのプロデュースで楽しいパーティーでした。いつ

もながらコーラルポイントリゾートのスタッフの皆様からは気持ちよくお世話になり、有難う

ございました。リフレッシュさせて頂き、思い切って訪れて大変良かったと感謝しております。

またまた好きになったセブです。

気心の知れた皆様とゆったり、のんびり、一日中
笑いっぱなし、気分も最高のセブの旅行でした！

前回は直前で欠席。今回は体調管理には充
分留意し、無事セブ島に来る事が出来ました！

４年ぶりのセブを満喫しました！ リフレッシュ
させて頂き、また、また好きになったセブです！

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴６年２ヵ月　市川さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴９年１０ヵ月　飯島さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴１１年７ヵ月　永田さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴５年７ヵ月　菊池さん
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約４時間のフライトで向かったのは、
日本との時差１時間のセブ島。フィリピ
ンを訪れるのは２度目、今回は５泊６
日の旅である。前回より１日長いことが
嬉しい。今回の旅で特に思い出に残っ
ていることは、２日目に体験したマリン
スポーツと４日目にジンベエザメと泳
いだことです。マリンスポーツはバナナ
ボートや水上バイク、パラセーリングを
しました。中でも家族５人と祖父の６
人で乗ったバナナボートは、波が高
かったせいもあってバウンドが激しく、

楽しすぎて終始大笑いしていました。４日目にはジンベエザメを見に行きましたが、前日、
悪路を何時間も車で走っていたため、乗り物酔いし体調は最悪でした。でもこんなに頑張っ
てきたのだからと根性で海に入りました(笑)。間近で見るジンベエザメは、水族館で見るの
とは違い、凄い迫力でした。体調が５～６メートルもあり、大きいくせに目がすごく小さくて
とてもかわいかったです。体と目の比率がおかしくない！？周りを泳いでいるジンベエザメを
見ながらずっと思っていました。一緒に泳いでいる写真も撮れて大満足でした‼今回の旅
で、セブの青い空、青い海で出会った素敵な方々に癒され、これから毎日がんばるぞっ！とや
る気チャージしました(笑)。笑顔が素敵で凄く可愛い通訳さん、メイドさん、面白すぎるドラ
イバーさんに感謝です‼有り難うございました。また機会があったら訪れたいです☆

ジンベエザメを見に行きましたが、間近で見るジンベ
エザメは、水族館で見るのとは違い、凄い迫力でした！

エビを手で食べられるというBucket Shrimpsへ！
エビ好きなので、たくさん食べれて幸せでした♪

２回目のセブ島は２０１７年１２月、
前回は２０１６年１月だったから約２
年ぶり。前回同様マリバゴで到着祝い
の夕食を済ませ、初めてのセブで魅了
されたコーラルポイントリゾートへ。２
日目：今回１２名参加のうち３名はジ
ンベエザメを見に出かけ、残る９名は
パンダノン島へ向かいました。前回は
水深が浅かった為、島の西側を通り、南
に迂回して船着き場まで向かった。食
事をし、楽しんだ後はおなじ　航路で
帰り、夜は生バンド付のパーティーで大盛り上がりでした。３日目：おみやげ購入の為、お約
束の７Ｄ工場で乾燥マンゴーを買い、乾燥果物を扱っている工場で買物をして昼食。１２
名の為、車２台での行動だったので希望を募り、マッサージと買い物グループに分かれ、私
はデパートで買物。４日目：前回見れなかったラプラプ像と道教寺院を見学、前回見学した
マゼランクロスとサント・ニーニョ教会を訪れ、その後、生まれて初めての銃とライフルの射
撃に挑戦。銃よりもライフルの方が命中率は高かった（当たり前か）。５日目：軽い朝食をとり
帰路に。出発前の日本では現地の天気が心配で天気予報ばかり見ていましたが、滞在中は
夜間に雨が降ったくらいで、天気には恵まれました。そして一緒に行った皆様のおかげで今
回もいい旅でした。また行きたいな！！

★２度目のセブ旅行

マリンスポーツはバナナボートや水上
バイク、パラセーリングにも挑戦しました！

前回見れなかったラプラプ像と道教
寺院を見学、天気にも恵まれました♪

何度でも行きたいセブ ★ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ ♡ ＣＥＢＵ

２度目のセブ旅行☆
今回は３年ぶり２度目のセブ旅行でし
た。母に「セブ島また行けるよ！」と言わ
れた時は、とてもうれしかったです。１
日目は市内観光に行き、夜はBucket 
Shrimpsというエビが食べれるお店に
行きました。エビが好きなのでたくさん
食べれて幸せでした。ビニール手袋を
つけて手で食べられるという、日本では
経験できなそうなことも出来て、皆で楽
しく食べました。２日目は私がセブ旅行
で一番やりたかったマリンスポーツを

しました。だけど、あいにくの雨でお目当てのパラセーリングとジェットスキーができなくて、
代わりにスキーチューブに挑戦しました。浮き輪に掴まって船に引っ張られるというもので、
スリル満点で楽しかったです。でも、次の日は筋肉痛になりました（笑）。マリンスポーツの後
はエステに行き、とても気持ちが良かったです。３日目は買い物に行き、そこに美容室があ
り髪を切って貰いました。少しドキドキしました。４日目は雨が続いて出来ないと思っていた
島巡りが、最後の日だけ青空になり、皆で楽しむ事ができました。船の移動も楽しく海もきれ
いでご飯も美味しかったです。マルコポーロホテルでも多国籍バイキングをお腹いっぱい
食べ、たくさん良い思い出ができました。またセブ旅行に行きたいと思いました。次こそたく
さんマリンスポーツが出来たら嬉しいです。ありがとうございました。

生まれて初めての銃とライフルの射撃に挑戦。
銃よりもライフルの方が命中率は高かった！

２度目のセブは親族１３人の旅でし

た。真夏の日本を飛び出し、もっと暑い

と思っていたセブ島は、日差しは強い

が海からの清 し々い風と乾燥した空気

で、日陰は涼しく過ごしやすかった。着

いた翌日には早速海へ。子供達が待ち

望んだマリンスポーツ、パラセーリング

で空高く舞い上がり、バナナボートで海

上を駆け回り、美しいセブの空と海を

思う存分満喫しました。４日目には旅

の目的の１つであったジンベエザメとの遊泳を楽しみ、その巨体が悠然と泳ぐ様を海の中

で見た子供たちは大興奮。大人たちはその光景を写真に捉え、楽しむことができました。今

回の旅ではキリスト教の教会を訪れることができました。その建築物の壮大さに驚くととも

に、セブの歩んできた歴史に触れることができました。また、マクタン島やセブ市内では、建

設ラッシュで新たに建つ巨大リゾートホテル、ショッピングセンターを目の当たりにして、現

在の活気あふれる新しい歴史にも触れることができました。最後に、今回セブの旅に連れて

きてくれた両親、楽しい旅を企画していただいた朝田さん、現地スタッフの皆さん本当にあ

りがとうございました。

２度目のセブは親族１３人の旅！ 美しい
セブの空と海を思う存分満喫しました♪

３年ぶり２度目のセブ旅行でした！ 心配していた天気
も４日目は晴天になり、島巡りを楽しんできました！

子供達が待ち望んだマリンスポーツも堪能出来ました。
両親、紹介者の朝田さん、現地スタッフの皆さんに感謝です！

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年１１ヵ月　中村さん

出発日７月３０日（５泊６日）
会員歴３年１１ヵ月　中村さん

出発日１２月９日（４泊５日）
会員歴３年　高木さん

出発日１２月１３日（４泊５日）
会員歴４年５ヵ月　倉林さん
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今回で３度目のフィリピン・セブです。
前回できなかった３つの体験をするこ
とを計画しました。ひとつ目は「ジンベ
エザメと一緒に泳ぐ事」。ジンベエザメ
の迫力は想像以上でした。いつもなが
らドジな私は、帰りのボートを間違える
というオマケ付き。ボートに乗り込もう
として見知らぬ顔々に気付き大慌て。そ
れでも必死に英語で謝り、ボートに乗
せて貰い岸に辿り着きました。２つ目
は、「ジプニー体験」。市場までの往復

でした。下車時に運賃を手渡しでドライバーに渡し、お釣りも手渡しで戻す。何ともおおらか
で心温まる体験。楽しかった。３つ目は「バロットを食べる事」。バロットとは有精卵を茹で卵
にしたもの。孵化の途中のものが入っており、孵化の段階は食べるまで不明。地元では好ん
で食されているが、私達にとっては勇気がいる。残念な事に食べる決断が出来ずに帰国と
なってしまった。スペシャルビラではメイドさんの心のこもったおもてなしが嬉しかった。朝
食のオムレツに書かれた英語のメッセージ、バナナキュー、サツマ芋キュー、魚と野菜たっ
ぷりのスープ。ガーリックライス。そのどれもが美味しかった。今回ちょっとだけフィリピンの
普通の生活に触れることが出来た気がする。観光だけでない部分を体験でき、よりフィリピ
ンが身近になり好きになっている自分がいる。フィリピン大好き！！ありがとう！！

朝食のオムレツに書かれた英語のメッセージなど、
メイドさんの心のこもったおもてなしが嬉しかった！

ボホール島ではハプニングもありましたが、通訳
のリゼールさんには本当にお世話になりました！

夢のはじまり、ドラえもんのポケット旅

行でした。＜どこでもドア＞名付けて龍

の間の扉が開くと、素敵な満面の笑み

に迎えられ、夢に見た時間がスタートし

ました。初めてのコーラルポイントリ

ゾートです。縁があって集まった４人の

仲間と過ごしました。こんなこといいな

♪出来たらいいな♪あんな夢♪こんな

夢いっぱいあるけど♪♪素敵な別荘で

日常生活を離れて過ごす時間。家事は

すべてメイドさんまかせ。作ってくれる朝食は愛情たっぷり、特に芸術的にカットされたパイ

ナップルには感動し、カットの仕方を教えて貰いお土産の一つになりました。海辺で夜明け

のコーヒー。波の音を聞きながら満天の星を見る。そして微睡。運転手さん、通訳さんの見守

りで安全で安心してお出かけ。ショッピング、マッサージ、食事、島巡りとＢＢＱ、寺院見学、そ

して台風接近にも負けずコンブ気分で経験したシーウォーク、etc…。こんな手づくり旅行を

ワールドビッグフォーの不思議なポケットが叶えて下さいました。今度は孫も含め、家族で

楽しむ為に出かけたいと思います。この至福の時をくれたワールドビッグフォーの関係者と

素敵な仲間と家族に感謝します。

愉しいセブ旅行

今回３つの体験を計画！ まずは「ジンベエザメと
一緒に泳ぐ事」でしたが、迫力は想像以上でした！！

芸術的カット！ 名づけて
太陽とひまわりカット！

夢のはじまり フィリピン大好き

皆様、ありがとう！！
今回、寒い日本から少しでも脱出でき
たセブの一週間は、皆様のお陰で本当
に楽しく、思いのままに希望を叶えて頂
き、改めてお礼申し上げます。私共２人
のために専属のメイド・通訳・運転手さ
んがお世話して頂き何とも贅沢で優雅
な日々でした。何しろ庶民派なものです
から、最初はメイドさんに何をお願いし
たらいいものやら戸惑いましたが、毎
朝の美味しく美しい朝食をはじめ対応
はいつも笑顔でこたえていただきまし
た。広いリビングから出てバルコニー
に出ると広大な海、聞こえるのは波の

音。椰子の葉の音、小鳥の鳴き声だけです。日の出もきれいに眺められます。コーラルポイ
ントリゾートは島の先端にあり、とても静かなところでした。通訳のリゼールさんからは何を
食べたいですか？どこに行きたいですか？と希望を聞いてくれますので思いのままに、「射
撃・パラセーリング・シーウォーク・アイランドホッピング・バナナボート・シュノーケリング・ボ
ホール島・ギター工場見学」…。買物と食事はシューマート（SM）とアヤラショッピングセン
ター（Ayala）のローカルフードコートは私のお気に入りです。ゆで卵Balutにも挑戦！今回の
第一希望のボホールに渡り満喫してたら台風で船が欠航となり２日間ボホール島に足止
めとなるハプニングがありましたが、それはそれで連日マッサージに通い、地元のスーパー
マーケットや市場にもトライシクルで移動し楽しかったです。通訳のリゼールさんにはボ
ホール島のホテルから帰りの船の手配等、本当にお世話になりました。ジンベエザメは次
回のお楽しみに。

縁があって集まった４人の仲間と
夢いっぱいの時間を過ごしました！

去年の小谷ファミリーのセブ旅行の写
真を見て、セブ島って素敵！海が好きな
私は来年こそ行きたい！いろいろ教えて
ねとお願いしていました。なんといって
も大富豪の別荘ってどんなところだろ？
メイドさんやドライバーさん、通訳の方
も付けて頂けるなんて夢の様。それが
実現したんです。３ヵ月前に予約して仕
事のスケジュールも調整、自分達の思
い通りの旅にワクワク。飛行場にお迎え
に来てくれた通訳のノバさん、ドライ
バーのベルさんは優しく親しみ易く直
ぐ打ち解けました。現地のスーパーへ買い出しに行き、お勧めの石鹸を仕入れ、フィリピン
料理はとってもリーズナブルで美味しくワオー！別荘ではメイドさん達がウェルカム！ベッド
ルームが４つ、リビングは何十畳もあり、部屋から海が見えるロケーションにうっとり。朝は
何時にしますか？今日は何処に行きたい？その日の天候でスケジュールを調整。この５日間
フィリピンのビバリーヒルズの寺院にお参りし、美味な韓国料理、シーウォーカー、エステ、市
場、レストランでの外食三昧。ラプラプ、ショッピングモール、島巡り、白い砂浜で貝や海の生
物探し、ＢＢＱ、エステ、最後の夜はプレゼントのスペイン料理。プールで泳いでそうめん食
べて、とってもおもてなしが最高です。好きな時に寝て、シャワー浴びて、おまけに洗濯まで、
普通の旅行では味わえません。皆さん本当にありがとう御座いました。またセブに来年来ま
すね！

好きな時に寝て、シャワー浴びて、おまけに
洗濯まで、普通の旅行では味わえません♪

寒い日本から少しでも脱出できた今回の
セブ♪何とも贅沢で優雅な日々でした！

おもてなしが最高♪５日間愉しいセブ
旅行でした！ またセブに来年来ますね！

出発日１２月１４日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　上野さん

出発日１２月１６日（８泊９日）
会員歴６年５ヵ月　白川さん

出発日１２月１４日（４泊５日）
会員歴１１ヵ月　多田さん

出発日１２月１９日（７泊８日）
会員歴１年３ヵ月　豊田さん
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３回目のセブ旅行。成田空港も変わり、
マクタン・セブ空港内も変わり、特にセ
ブは行く度に綺麗になっていた。通訳
さん、ドライバーさんに迎えられ、コー
ラルポイントリゾートへ。道すがらの景
色は、４年前に来た時と７年前に来た
時と、変わらずのんびりした光景が日本
人の私には羨ましい。毎日毎日が時間
との戦いの日本の生活、どちらの生活
が良いのか考えるが、セブにはセブの
良い所、日本は日本でどちらとも言えな
い。ひとつ日本でせこせこ働いて、また
４回目のセブ島旅行にチャレンジする
事にする。コーラルポイントリゾートに

着くと出迎えてくれたメイドさんはいつもの顔馴染み。「お母さんお帰り！お父さんは？」との
一言、「お父さんは、昨年１１月１９日に亡くなり、今回一周忌を済ませて私だけ…お父さ
ん残念だったねぇー」と前回のセブ訪島を懐かしく思いました。メイドさんに７年前に通訳
兼ガイドをしてくれたマリアンさんの話をすると、メイドのレアーナは、「彼女は従姉妹な
の」と早速ラインで２人の写真をマリアンさんに送り、直ぐに返事が来て私の事を覚えてい
るとの事でとても嬉しかった。楽しみにしていた旅行が始まる。毎日毎日が楽しく、素晴らし
い。目の前に広がる青い海、青い空。目的だったボホール島へも行き、チョコレートヒルに感
動する。また移動する船の上から眺める景色、船上での昼食、現地人のギター演奏では日本
の歌も唄ってくれました。目に映る景色はどれも素晴らしいの一言。５泊６日あっという間
に時間が流れ、毎日沢山の皆様方の心遣いと配慮に支えられ、楽しいセブ島旅行を満喫出
来た事に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。また逢える事を楽しみにして
います。

目的だったボホール島へも行き、チョコレートヒル
に感動！５泊６日あっという間に時間が流れました！

海に近い１７番ホール！ まるでゴルフがとて
も上手な人みたいな写真が撮れました♪

セブが大好きな両親が、一年も前から
お正月はセブに行こうと計画していま
した。成田空港から４時間で、南国セブ
に着いたのは夜。通訳さん運転手さん
が出迎えてくれて、コーラルポイントリ
ゾートへ『Ａ棟４階ゴージャスな部屋』
で、通訳さんと明日の予定をたてる。台
風が来ていたので、２日はシューマー
トでショッピングを、３日目はオスロブ
へ行きましたが、海が荒れていてジン
ベエザメには会えず、バディアンゴルフ
リゾートでプレーを楽しみました。その
日はバディアンゴルフリゾートで１泊し、４日目の朝、またジンベエザメに会いに行くが台風
の影響なのかジンベエザメがいないということで、海へは入ることが出来ませんでした。予
定を変更してマクタン島にある、英会話学校ＱＱ，Ｅｎｇｌｉｓｈへ案内していただき、そ
の後マクタン島のゴルフ場でプレーを楽しみました。５日目の朝食はオムレツにケチャップ
で『Ｈａｖｅ　ａ　Ｎｉｃｅ　ｄａｙ』とメイドさんが書いてくれていて、とても嬉しかった
です。昼はビーチでバーベキュー。そこで父の誕生祝いも出来ました。５日、６日の朝は、
プールで泳ぎました。メインプールも海水のプールも、浮んでいるだけでとてもリラックスで
きて、気持ちが良かった。初めてのセブ旅行、とても楽しかったです。通訳のノバさん、運転手
さん、メイドさん、有難うございました。両親とワールドビッグフォーの皆さんに感謝です。

セブ島でゴルフとジンベエザメとパラセーリング

セブの変わらずのんびりした光景が日本人の私
には羨ましい♪楽しみにしていた旅行が始まる！

ノバさん、運転手さん、メイドさん、有難うございました。
両親とワールドビッグフォーの皆さんに感謝です！

初めてのセブ旅行 セブ島第二の故郷

セブ最高！
「老後は南の島でくらしたい！」それが私
の夢でした。なので、ワールドビッグ
フォーに入会した１番の理由は、セブ
旅行が楽しめるからと言っても過言で
はありません。１２月の寒い日本を出
発して到着したセブ。南国の明るい太陽
とエメラルドグリーンの海に迎えられ、
夢の様なセブでの生活が始まりまし
た。通訳のミッシェルさんとどんなこと
をしたいか話し合い、５日間の予定を
決めました。２日目のアイランドホッピ
ング。夫と２人だったので費用が掛かっ

てしまいましたが、貸切状態の船で渡る海の美しさと潮風のさわやかさ、美味しいバーベ
キューとお金にかえられない素晴らしい体験ができました。３日目は、バディアンゴルフリ
ゾートでのゴルフ。初心者の私にもキャディーさんが優しくアドバイスしてくれ、本当に楽し
む事が出来ました。海に近い１７番ホールでは写真をたくさん撮ってくれ、まるでゴルフが
とても上手な人みたいな写真が撮れました。ゴルフの後のマッサージも最高でした。そして
何と言っても心に残ったのが４日目のジンベエザメとの触れ合いです。シュノーケリングで
水中に顔を入れたら直ぐ近くに鮫がいてびっくり。大きくても少しも怖くなく、気持ちが癒や
されました。メイドさんが作ってくれた朝食も紹介してもらったレストランでの夕食も皆とて
もおいしかったです。皆さんに感謝しています。ありがとうございました。

５日目のお昼はビーチでバーベキュー。
そこで父の誕生日を祝いました！

飛行機を降りて空港に着いたら、南国
の空気を感じました。日本とは違うよそ
の国に来たんだなと思いました。海外
は初めてではありませんが、外国は少
し緊張します。しかし、通訳さん、ドライ
バーさん、メイドさん、セブ島の人は笑
顔で迎えて下さったので安心しました。
今回は母と２人旅です。着いた次の日
にバディアンゴルフリゾートに移動しゴ
ルフをしました。私はゴルフコースが初
めてで、たくさん打ってしまいました
が、緑の中を海を眺めながら散歩して
いるようでとても楽しかったです。ボー
ルをなくしてもキャディーさんが見つけてくれて、ＯＫと言ってくれるので、前向きにプレー
することができました。次の日は道が渋滞するので朝５時半に出発し、オスロブにジンベエ
ザメと泳ぎに行きました。オスロブには、餌付けされたジンベエザメがいて、海外からの観
光客でとても混んでいました。写真はよく撮れませんでしたが、たくさんのジンベエザメを見
る事ができました。私は泳ぎが得意ではないので、海に潜って沢山海水を飲んでしまいまし
た。海水は思ったよりもしょっぱくて、苦しかったけど、間近でジンベエザメを見れて感動しま
した。次の日はパラセーリングをしました。お天気も好くて、海も穏やかでした。パラシュート
に吊るされ、ボートで引っ張られ上空１５０メートル。最初はとても怖かったけど、空に浮か
んで海を見ているのは気持ちよかったです。セブ島はこれからどんどん発展すると思いま
す。何年か後にはまたセブ島に行きたいと思います。

オスロブにジンベエザメと泳ぎに行きまし
た！ 間近でジンベエザメを見れて感動♪

貸切状態の船で渡る海の美しさと潮風に癒やされ、
お金に変えられない素晴らしい体験ができました！

初めてのゴルフコースでは、緑の中を海を眺め
ながら散歩しているようでとても楽しかったです！

出発日１１月１１日（４泊５日）
会員歴９年８ヵ月　飯田さん

出発日１１月２６日（５泊６日）
会員歴７年９ヵ月　鎌田さん

出発日１月１日（５泊６日）
会員歴２年１０ヵ月　石塚さん

出発日１２月１日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　江原さん


