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会長　行方　栄治

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。
１９９０年の創立以来、大自然との共生を企業理念として直往邁進して参りました

ワールドビッグフォーは、お陰をもちまして創立３０周年という節目ともなります輝かしき
新年を会員皆様と迎えることができました。此れも偏に会員様お一人おひとりのご厚情の賜と
深謝致しております。これからも大自然の恩恵から幸福へと繫がるリゾート施設の更なる向上と
サービス、フィリピン経済の好景気による明るい未来の展望から、会員皆様の豊かな人生設計にも
お役立て頂けます究極のリゾート開発に、社員一同誠心誠意精進を重ねて参る所存でございます。
日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。また心温まる
感謝のメッセージ等多数頂戴致しましたことも、身に余る光栄と心より厚く御礼を申し上げ
ます。本年も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、

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　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

謹んで新年のお祝いを申し上げます。昨年中は沢山のセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございました。お
陰様で今年も会員の皆様の笑顔と思い出を載せた素晴らしいカレンダーを発刊する事ができました。心より感謝
申し上げます。癒しと安らぎの時間が流れる究極のリゾート「ワールドビッグフォーリゾート」では、皆様のお越しを
お待ちしております。是非、ご家族・ご友人との思い出に残る大切なひと時をお過ごし下さい。本年も、どうぞ宜しく
お願い致します。尚、弊社は1月４日（金曜日）より通常業務となります。　　　　　        　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  　　編集担当　齊藤充彦

人生観も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３０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
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
１ ５：３０

＜編集後記＞



★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。

～緑の海に浮かぶやすらぎの島～～爽やかな光と風が至福  の時を刻む～～上質なリゾートで過ごす満ち足りた時間～

安らぎの空間に包まれる、究極のリゾートをお楽しみ下さい 海の見えるゴルフ場、ゆっくり 自然と戯れる究極のオアシス 雄大なる大自然と一体になれる癒しの楽園

Coral Point Resort Camotes ResortBadian G olf 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

コーラルポイントリゾート
メインプール

Ａ棟４階５６畳の
ベッドルーム

★会員の利用施設
　プライベートビーチ
　プール 5ヵ所

★会員宿泊施設（当社所有１３ユニット）
　寝室全２７室【20~60 畳】

室3畳08・室2畳79（      グンビリ01　
） 室2畳03・室1 畳06 ・室２畳47・     

★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

★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）

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

手付かずの自然がそのまま残るカモテス島。珊瑚礁の
海に包まれたリゾートハウス・保養所全 5 棟を完備。

心地良い海風が通う絶景のリ ビング。日没も
時間を忘れて楽しめる美しい 夕日の名勝地です。

WORLD BIG 4 RESORT                         
SINCE  1990                         

セブ最上級の眺望が誘う
世界の大富豪の別荘

開放的で豪華絢爛な
宿泊施設

１８ホール シーサイド
ゴルフ コース

遮るものは何もない
大パノラマ

快適な滞在を約束する
ホテル新館

旅の疲れを癒し、絶景も
楽しめる清潔感ある客室

大海原を望むリゾート
ハウスは海の真上

煌びやかなインテリアが
施されたリゾートハウス

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
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。
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念願叶って初めてのセブ旅行です。前
回、行かれた人達が選抜したスポット
地を案内して頂き、充実感あふれた５
日間でした。１日目、最終ステージの
ミュージカル「アメージングショー」を
鑑賞。美しく艶やかなミスターレディー
のショーでした。圧巻なのは幕開け。美
人からほど遠いけどユーモアがあり、魅
了されるエンターテイメントのその人
は、ずんぐりむっくり。瞬きすると、バ
サッ、バサッと風の音が聴こえそうなま
つ毛。真っ赤な丸くデカイたらこ唇。そ
のいでたちでテンポの速い曲に合わ
せ男性客に迫ってくる。抱腹絶倒！私は
舞台に招かれ飛び入り参加。一緒にス

テップを踏み、ミスターレディーと踊り、ドキドキでしたが楽しかった！２２時過ぎにコーラ
ルポイントリゾートに着くと、メイドさんが笑顔で迎えてくれました。広 と々豪華な部屋は幸
いにも私達グループだけの貸し切り状態。別世界のお姫様気分です。２日目、朝食のマン
ゴージュースの美味しいこと！１日の始まりの爽やかな味でした。船に乗ってアイランドホッ
ピング。海の幸のバーベキューを堪能。海水につかり人魚になった気分で砂浜に浮ぶ木の
枝にもたれる。３日目、ボホール島。手の平くらいの小っちゃいターシャ（メガネザル）見物。
大きなココナッツに穴を開け、ストローで丸ごと飲むジュースは乙な味でした。満腹！ロボク
川のランチクルーズでは川岸に寄せられ下船、現地の人とバンブーダンスを楽しみました。
チョコレートヒル頂上はパノラマ３６０度見渡せる絶景です。大空を飛ぶ鳥のようでした。
５日間あっという間、そしてお別れパーティー。メイドさん達と踊りまくりました。ラプラプ公
園で１ペソも残さずお買物。同行の仲間、通訳さん、ドライバーさん、メイドさん、感謝！ワー
ルドビッグフォーの素晴らしさを胸に刻みました。また行きたい！行くぞ～！！

広 と々豪華な部屋は幸いにも、私達グループ
だけの貸し切り状態。別世界のお姫様気分♪

心配していた天候は見事に快晴！島巡りで訪れた
パンダノン島では、ＢＢＱを楽しむ事ができました♪

セブ在住の友人がメンバーのセブカン
トリークラブでゴルフを２日間プレーし
て、マッサージ４回、パラセーリング、
シーウォーカー、バナナボート等のマリ
ンアクティビティーやセブ本島やマクタ
ン島の観光スポット巡り、毎晩お店を変
えての夕食等、オリジナリティーあるセ
ブの旅行を堪能しました。通訳のノバ
さんのこちらの要望に応えようとする
信頼感、運転手のフランシスさんは移
動中の安全を感じる運転と、いつも笑
顔で目的地に連れて行ってくれる安心
感。彼は朝５時半に部屋までゴルフクラブを取りに来てくれて、クラブに着いたら指定の場
所に下ろし、帰りには手際よく車に積み込んでくれる。テキパキとした仕事ぶりでした。アク
ティビティーと夕飯の間に一度コーラルポイントリゾートに戻りたい時も、マッサージ店で
２時間過ごして直ぐレストランに向かうときも、如何様にもその時のお願いに対応してくれ
ました。メイドのレイチェルさん、ロウェナさんはいつもニコニコ。私達の要望に応えられる
様に静かに台所に居て、こちらが頼むとコーヒーやフルーツジュースなども作ってくれ、日々
の洗濯も綺麗に仕上げてくれました。朝食は果物いっぱいのアメリカンブレックファースト。
ゴルフで早朝５時半出発の時は、メイドさんが４時半ごろ台所に来て、朝食のサンドイッチ
を準備してくれ、見送り付き。滞在中にサポートしてくれたワールドビッグフォーのホスピタ
リティー（おもてなし）に感謝し、会員としてセブという特別な場所を持てた事に幸せを感じ
る旅でした。来年も行く予定を家内と立てたいと思っています。

皆さんありがとう！！

チョコレートヒル頂上はパノラマ３６０度見渡
せる絶景です！大空を飛ぶ鳥のようでした♪

ゴルフの日には、メイドさんが４時半ごろ台所に来て、朝食の
サンドイッチを準備してくれ、見送りもしてくれ感激でした♪

初めてのセブ セブより愛をこめて！

念願のセブ旅行
セブ島に行った友人から素晴しさを聞
き、一度は行ってみたいと思っていた念
願の４泊５日のセブ旅行！一番年上は
８７歳。年下は私の娘の１９歳と年齢
が様々な８人の仲間達とコーラルポイ
ントリゾートに到着すると、笑顔の素敵
なメイドさん達が出迎えて下さり、甘く
てとっても美味しいマンゴーのウェルカ
ムドリンクで乾杯。聞いていた通り本当
に美味しかったです。到着時は小雨が
ぱらつき翌日の天気が心配でしたが見
事に快晴！島巡りで訪れたパンダノン島
ではＢＢＱを楽しむ事ができました。

パラセーリングがやりたいという娘の為にパンダノン島を少し早く切り上げコーラルポイン
トリゾートに戻った私は、娘達が帰って来るまでコーラルポイントリゾートのプールを独占
したり、６階のベランダで海を見ながらのんびり過ごせました。３日目はボホール島へ行
き、水上レストランで食事。動かないと思っていた船が動き出し、娘とジャングルクルーズみ
たい！と大はしゃぎ。その後は世界最小の猿「ターシャ」や「チョコレートヒルズ」等を観光し
ました。４日目はスパで人生初のフラワーバスを経験した。只でさえメイドさん付きでセレ
ブ気分を味わっているのにまたまたセレブ気分を満喫でき、こんな素晴らしく楽しい旅行を
教えてくれた紹介者さんに感謝です。私達の注文を色々聞き入れてくれた優しい通訳さん、
頭をぶつけないようにと乗車時にいつも気にかけてくれた優しい運転手さん。そして元気
いっぱいのメイドさん達に会いにまた同じメンバーで是非行きたいです。

いつもニコニコなメイドさんやワールドビッグフォーのホスピタリ
ティーに感謝♪特別な場所を持てた事に幸せを感じる旅でした！

３年ぶり２回目のセブ旅行でした。高

齢なので皆さんにご迷惑を掛けるので

はないかと不安でしたが、娘に「いたれ

りつくせりだから大丈夫！」と背中を押

され決心しました。マクタン・セブ空港

に到着すると、早速、ワールドビッグ

フォーのドライバーさんと通訳兼ガイ

ドのリサさんが出迎えて下さり、手を繋

いで車まで案内して下さいました。翌日

のアイランドホッピングで船に乗った時も、揺れの少ない船の真ん中に座らせて下さった

り、どこへ行くのも手を繋いで下さったので安心して歩く事が出来ました。前回は台風の影

響で、波が高くて海に入れませんでしたが、今回は遠浅のビーチで楽しむ事が出来ました。

日本ではとても体験できない、お花に囲まれたスパにも行き、お肌はツルツルスベスベにな

り、ゆったりと過ごす事も出来ました。高齢の私でも安心して楽しめるワールドビッグフォー

のいたれりつくせりのサービスに改めて感動し、感謝します。ドライバーさん、リサさん、メイ

ドさん、冨田さん、本当にお世話になり、ありがとうございました。

高齢の私でも安心して楽しめる、いたれりつく
せりのサービスに改めて感動し、感謝します！

１９歳から８７歳までの８人の仲間達で訪れた念願のセブ島！
世界最小の猿ターシャやチョコレートヒルズも見てきました！

お花に囲まれたスパにも行き、お肌はツルツ
ルスベスベになり、ゆったりと過ごせました♪

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴４年１ヵ月　功刀さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴２年１１ヵ月　佐藤さん

出発日８月２３日（５泊６日）
会員歴１年２ヵ月　金井さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　田中さん
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１０年振り２回目のセブは娘と２人の
女子旅でした。旅行前にお互いやりた
い事を挙げてみると、とても全部を実
現するのは無理だろうと思っていまし
た。午後の便でしたので、１９時頃に
セブに到着。通訳のリサさんの笑顔に
迎えられセブ旅行の幕があけました。
コーラルポイントリゾートに着くと、「も
しかして私は姫？」と思う様な素敵なお
部屋に案内され可愛いメイドさんが
ジュースを出してくれました。これこれ、
１０年前にあまりの美味しさに感激し
たマンゴージュース！そして明日からの

予定をリサさんに相談すると、やりたいと伝えた事全てＯＫ！との回答に舞い上がりました。
翌日、美味しい朝食を頂き出発。マンゴー工場でテンションＭＡＸ！シューマート（ショッピ
ングモール）でお買い物。前回食べなかったフィリピン料理に挑戦。どれも美味しくて、滞在
中は全てフィリピン料理を頂きました。３日目はマリンスポーツを…。パラセーリングはとて
も気持ちよく、バナナボートで大はしゃぎ。童心に返りました（笑）。４日目はアジアンテイス
トのスパでマッサージと憧れのフラワーバスで旅の疲れを癒しました。最後の夜はサンセッ
トを眺めながらの夕食、そしてセブシティーを一望出来るTOPSからの夜景は、最高に綺麗
でした。娘と２人だけでは到底実現できなかった盛り沢山のセブ旅行でした。メイドさんは
もちろんですが、リサさんとドライバーのベルナルドさんには連日、朝から夜遅くまで本当
にお世話になり、感謝しかありません。あっと言う間の５日間、楽しすぎました！

マンゴー工場でテンションＭＡＸ！ シュ
ーマートでもお買い物を満喫しました！

４泊５日のセブの旅を満喫してきました！ 今度は
カモテス島に行きたい！と次回を楽しみにしています

母に誘われ、母の友達と８人で初めて

のセブ島に行きました。この旅行では

沢山の初めてを経験しました。一つ目

はAmazing showと言うニューハーフ

ショーに行った事です。前々から行って

見たかった少し大人の世界♪皆さんと

てもキレイでショーも最高に楽しかっ

たです。二つ目はパラセーリングです。

高い所が好きなので母に薦められてやりました。最初は怖かったけど、建設中のビルぐらい

まで高くなり足をブラブラさせて楽しみました。最後はスパです。泊まっている所にはメイド

さんが居て、それだけでもセレブ感なのにスパも体験して、またまたセレブ感を味わいまし

た。フラワーバスやバナナの葉っぱで包まれたり、脚のマッサージまでとても良かったです。

本当に全てが初めてで、最高の旅行になりました。また８人の仲間達と一緒にコーラルポイ

ントリゾートにいる皆に、そしてセブ島に遊びに行きたいです。

はじめてのカジノ

あっと言う間の５日間、楽しすぎました！ 娘と２人だけ
で到底実現できなかった盛り沢山のセブ旅行でした！

また８人の仲間達と一緒にコーラルポイントリゾート
にいる皆に、そしてセブ島に遊びに行きたいです！

初めてのセブ島 盛り沢山のセブ旅行

セブ島の旅
４泊５日のセブの旅を満喫してきまし

た。セブに到着すると飛行機が遅れた

にも関わらず、にこやかに迎えてくれた

運転手さんと通訳さん。スムーズに旅

は始まりました。２度目のセブですが、

２年前のセブとは変わっています。開発

が進みホテルや高層ビルの建設が進

んでいます。東横インもできていまし

た。街並みを眺めながらコーラルポイントリゾートに到着。部屋からの眺めは最高でしたし、

マッサージ、ショッピング、ジンベエザメツアー、サンセットを眺めながらのディナー等々、楽

しい思い出がたくさんできました。お世話していただいたスタッフの方々は皆明るく、優し

く、親切で、大変楽しく過ごせましたことにお礼申し上げます。ありがとうございました。今度

はカモテス島に行きたい！と次回を楽しみにしています。

行ってみたかったニューハーフショー、パラセーリング、最後は
スパも体験して、本当に全てが初めてで最高の旅行になりました♪

３回目のセブ。今までの２回は娘との

旅行だったのですが、今回は主人との

旅行です。興味を持つことなども違い、

同じセブでもいつもと少し違った楽し

い旅となりました。主人の希望で今回

初めて「カジノ」を体験することに！慣れ

ないカジノを通訳のミッシェルさんと

共にウロウロ。「スロット」、「バカラ」に

「ルーレット」。どれも少しかじってはみ

るのですが、気が小さいので賭ける金

額も小さければ、ちょっと増えたらもう

止めるという・・（笑）なんとも賭け事には向かない自分を再認識しました。それでも初体験と

いうのは楽しいもので、主人とも「楽しい思い出が出来たね！」と話しました。３回目というこ

とで通訳のミッシェルさんやメイドさん達とも仲良くなっていたので、今回は一緒にカフェで

お茶をしたり、みんなでカラオケに行ったりと一緒にいろいろ楽しむ事ができてよかったで

す。フィリピンの人達の歌好き・ダンス好きは、それはそれはすごいもので、カラオケタイム

は言葉の壁を越え、本当によく笑い楽しませて頂きました。次に行った時にはまたみんなで

行きたいなと思いました☆ それから、これは毎回感じることですが、現地のスタッフの皆さ

んの素敵な笑顔には本当に癒されます！いつもありがとうございます！

主人の希望で、今回初めて「カジノ」を体験することに！
慣れないカジノでしたが、初体験というのは楽しいものですね！

開発により２年前のセブとは変わっていましたが、変わらない
スタッフの笑顔と親切なおもてなしで大変楽しく過ごせました！

今回は主人と二人、いつもと少
し違った楽しい旅となりました！

出発日９月２０日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　佐藤さん

出発日９月２３日（４泊５日）
会員歴１１年　白石さん

出発日９月１日（４泊５日）
会員歴１年１ヵ月　園川さん

出発日９月２４日（４泊５日）
会員歴８年１０ヵ月　髙梨さん



7 8

初めてコーラルポイントリゾートに宿
泊する前は、リビング１００畳と聞くも
のの、本当にそんな部屋に泊まれるの
か？と半信半疑でした。部屋に案内さ
れ足を踏み入れた瞬間、リビングがま
るで高級ホテルのロビーのよう！妻が、
ワー！！っと歓声をあげていたのを今で
も覚えています。それ以来、毎年のよう
に訪れ、今回で５回目。僕はビラ前の
プールサイドでのんびり日光浴するの
が好き。他のホテルのような場所取り
や、宿泊客での混雑などの煩わしさは

なく、広いプライベートプールを独り占め。こんな素晴らしい環境は他にはありません。子供
たちも、スライダープールや流れるプールなんてものがなくても、兄弟２人でずっと遊んで
いて、「お部屋も広いし、プールも空いているからここまた来たい！」といつも喜んでいます。
船で１時間程の無人島は、海の透明度が高く砂州も美しく、炭火焼のバーベキューもなか
なかの美味。コーラルポイントリゾート前の海岸での貝拾いは、収穫した貝や雲丹をメイド
さん達が調理して下さり夕食で頂き、子供達にとってもよい経験となりました。セブはフライ
ト４時間半と、７～８時間かかる他の東南アジアやハワイなんかよりも近くて時差もない、
子連れで来るのには最高のロケーションでもある。物価も安いし、みんな親切と好条件ぞろ
いなので、セブを知ってからはセブばかりだ。来年もまたセブに来てしまいそう。

スライダープールや流れるプール
なんてものがなくても楽しい～！！

海の底を覗き込んでいると、船の周りには何匹
ものジンベエ！！ 合図と共に海へダイブしました！

４泊５日の日程、５人で出発し、マクタ

ン・セブ空港に到着。すぐに通訳さんと

合流し、途中フルーツスタンドでフルー

ツを買い、フィリピン料理を食べコーラ

ルポイントリゾートまで送迎して頂きま

した。コーラルポイントリゾートはフィ

リピンらしい建物が南国ムードを盛り

上げてくれます。この部屋からの眺めは

最高！メイドさん達もとても親切です。

ボートで島に連れて行って頂き、小魚

探索やＢＢＱランチ、カワイイ黒ネコちゃんにも会えました。そして何よりセブ島の透き通っ

た海に本当に癒されました。夜にはニューハーフショーも観ました。皆さんとてもキレイでし

た。次の日、メイドさんの美味しい朝食をとりマリンスポーツへ。バナナボート、パラセーリン

グを体験させて頂きました。５人でバナナボートに乗り、途中振り落とされ全員で海へin！大

爆笑でした。パラセーリングで上空から見るセブ島もステキでした。ショッピングでは真珠の

アクセサリーがとても安く、いっぱい買ってしまいました。帰国まで朝早くから朝食やベッド

メイキングをしてくれたメイドさん、現地で困らない様に対応してくれた通訳さん達に感謝

です。スタッフの皆さん、本当に楽しい旅をありがとうございました。また会いましょう。

初めてのセブ旅行

子供たちは「お部屋も広いし、プールも空い
ているからここまた来たい！」と喜んでいます♪

５人でバナナボートに乗り、途中振り
落とされ全員で海へin！大爆笑でした！

南国セブ島へ ５回目のセブ

セブ最高
今回初めてのセブ旅行へ行って来まし
た。３泊４日の短い旅行でしたので、行
きたい場所、やりたい事、食べたい物な
ど事前準備も１ヵ月前から調べたり、書
き出したりしておきました。空港で通訳
さんと合流し、早速買い物メモを渡して
連れて行って貰いました。買い物を終え
コーラルポイントリゾートの部屋へ到
着すると、通訳さんと４日間のスケ
ジュール調整です。計画の優先順位を
伝えつつ打ち合わせを進めました。初

日の夕食は計画変更となりましたが、通訳さんお勧めのフィリピン料理のお店へ。オススメ
だけあり、とても美味しく大満足でした。２日目はジンベエザメと泳ぐため、早起きしてオス
ロブ島へ車を走らせる事３～４時間。車窓からの景色も楽しめました。人気のオプションツ
アーだけあり、浜辺には順番待ちの人で溢れかえっていましたが、３０隻余りの船が浅瀬に
出ており、海を眺めながら写真を撮ったり、ボ～っとしているのも悪くない。そうしている間
に順番が回り、いざ出発！！海の底を覗き込んでいると、船の周りには何匹ものジンベエ！！合
図と共に海へダイブ。目の前の大きなジンベエと写真を撮り、一緒に泳ぐ事が出来るなん
て、とても貴重な体験をさせていただきました。オスロブ島までが遠いので、カワサン滝も
セットで楽しむ事をお勧めします。

セブ島の透き通った海に本当に癒され、夜にはニュ
ーハーフショーも観ました♪皆さんとてもキレイでした！

初めてのセブ島旅行でした。私は目が
不自由なので、楽しみと心配な思い半
分でセブへ出発しましたが、到着後は、
一緒に行った仲間の皆さんや通訳のリ
サさん達がすぐに手を貸して下さった
りして、本当に助かりました。こんな私
ですが海は大好き！透き通った海水を
見るなりワクワク♪自分の歳も忘れて
泳いだり、きれいな魚を見て感動したり
楽しむ事ができました。船上で頂いた
バーベキューはどれもとてもおいしく
頂きました。バディアンゴルフリゾートへの移動は渋滞にもハマって４時間半の長時間とな
り疲れましたが、夜のオイルマッサージですっきり疲れを取る事ができました。３日目は、
ボートの上からジンベエザメを間近に見て、その迫力に圧倒されました。韓国や中国の観光
客でいっぱいだった。４日目は、初めてのパラセーリング。予想していなかったスリルを味わ
いながら、夢の様な一時を楽しみました。すぐ隣の夫は高所恐怖症のせいもあり怖がってい
ました。フィリピン料理やイタリアン等の食事もご一緒させて頂いた埋橋さん達のオススメ
で美味しく頂きました。本当に楽しかった５日間を無事に過ごせたのも、一緒に行った仲間
の皆さんはじめ、通訳のリサさん、親切なドライバーさん、元気いっぱいのメイドさん達のサ
ポートのお陰であり、心から感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。

オスロブでは、ボートの上からジンベエザメ
を間近に見て、その迫力に圧倒されました！

３泊４日の短い旅行なので、１ヵ月前から事前に計
画を立てて、全て現地スタッフに案内して頂きました！

初めてのセブ島旅行！ 目が不自由なので心配でしたが、
大勢の皆さんのお陰で、本当に楽しい５日間を過ごせました！

出発日１０月２４日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　下澤さん

出発日８月２５日（４泊５日）
会員歴７年２ヵ月　平井さん

出発日８月１５日（４泊５日）
会員歴２年１ヵ月　徳さん

出発日１０月５日（３泊４日）
会員歴２年９ヵ月　高橋さん
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２年ぶりのセブ旅行。私達家族と祖父
母と祖父母の友人夫婦の計７名でセ
ブへ出発。２年前の娘はヨチヨチ歩き
での旅行でした。今回は走り回り、お
しゃべりも上手になり、旅行中は皆の
ムードメーカーとして楽しい旅にしてく
れました。セブ行きの飛行機の中では、
ぐずる事なく後ろの席の同じ位の歳の
女の子を見つけて話かけたりして楽し
く遊び、あっと言う間にセブに到着。到
着したマクタン・セブ空港は２年前より
綺麗になり、発展しているセブを感じる
一瞬でした。車窓から見える風景もデ

コボコ道から舗装路へと変化し、ワクワクしながらコーラルポイントリゾートに到着。迎えて
くれたメイドさんや宿泊先の周囲の風景や香りが懐かしく、また帰って来たと思い、ホッとし
ました。２日目は射撃、海辺で遊び、昼食にＢＢＱ。ミラクルアートではいろんなポーズで写
真撮影。その後は疲れた身体を癒すためマッサージ。３日目は、セブの北部にある大きな動
物園、「セブ・サファリ」へ行って来ました。大自然の中にキリンやシマウマなど多くの動物が
自由に動き回り、日本の動物園では味わう事の出来ないスケール感を感じられました。もち
ろん娘も大興奮♪４日目はショッピング。夜はサヨナラパーティー。メイドさんのダンスを見
て美味しいセブ料理。最後には、娘がお気に入りのダンスを披露し、通訳さんやドライバー
さん、メイドさんを喜ばせ大盛り上がり。旅行中は、スタッフの皆さんが娘と遊んでくれて、
大喜びの娘でした。ありがとうございました。

何度来ても楽しいセブ！ミラクルアートではいろんなポーズ
で写真撮影！新たな思い出に残る旅を満喫しました♪

バーベキュー、サファリパーク、ミラクルアートなど、初めての
セブ島を満喫しました！またこられる日を楽しみに皆さんに感謝♪

国内旅行にさえほとんど出掛けたこと

のない私が、「海外だなんて！！」。ご近所

さんが出かけるとおっしゃるので便乗

させて頂きました。夕日を見ながら到

着したマクタン・セブ国際空港はむし

暑く大混雑。通訳さんドライバーさんを

待ちます。マンゴー、パパイヤ、パンノ

キ、バナナの木が道路沿いに並んでい

ます。見える風景は日本とはまったく違

う。信号機は数が少ない。でも車、バイ

ク、人は多い。譲り合いはすばらしい。バイクの後ろに大きなキャベツ？聞いてみたらバナナ

の皮に包んだバーベキュー用の炭だそうです。^ u＾♪マリンスポーツ体験では「アクアマリ

ン」へ行き、水中散歩、パラセーリング、バナナボート、バーベキューと気分はウキウキ、ワクワ

クで楽しみましたが、波が荒く、皆様途中でギブアップ。次回の楽しみにとっておきましょう。

ジンベエザメは大人しく、数も多いし、ビックリでした。こんな浅い所に居るとは…。「水中カ

メラを持ってくれば良かった！」と残念でした。全日お天気が良くて、白い砂浜、青い海とサン

ゴの海も本当にきれいでした。次回は行かなかった滝やカモテス島、カオハガン島にも足を

伸ばしたいです。

楽しかったセブ旅行

２年ぶりのセブ旅行です！ ２年前はヨチヨチ歩きの娘でしたが、
今回はダンスを披露しメイドさんを喜ばせたり、大喜びの娘でした！

バイクの後ろに大きなキャベツ？聞いてみたらバナナの
皮に包んだバーベキュー用の炭だそうです（＾u＾）♪

初パスポート使用 何度来ても楽しいセブ

初めてのセブ島
１１月２日新幹線で新高岡を出発し、
不安と期待を胸に上野駅から京成成田
線で成田第二空港ビル駅に到着。成田
発１４時２５分ＰＲ４３３便で出発
するが、私達夫婦と新潟の知人一家と
空港３階の出発ロビーで待ち合わせて
一緒にセブ島へ。山下さん一家は数回、
私達は初めてのセブ島旅行となる。セ
ブ島到着は１９：００時頃、日本は晩
秋、セブは暖かい。新しい空港に到着。
現地の通訳兼ガイドさんに案内され別
荘へ。美しい広い部屋である。外は暗い
が海が見え、静かに波音が聞こえる。メ

イドさん達が迎えてくれ、この晩はゆっくり休む。次の朝食はメイドさんが作ってくれ頂く。今
日からセブ見学！先ずは射撃場へ。私達はピストルを３０発撃ち、的の中心に３発も当たり
残りは的の円には当たっている。海水浴を珊瑚礁の砂浜で楽しみ、バーベキューでまた飲
み食べ過ごす。ニューハーフショーを見学。盛り上がったショーで感激。３日目に動物園に
ゆっくりと見学したが、園内が広いので車で移動見学する。キリン、トラ、ワニの群れが凄い、
ビックリ！動物達は放牧状態で写真を撮るタイミングが難しい。大きなＳＭモールでショッ
ピング。帰国前夜はリゾート施設の一室で通訳さん、運転手さん、メイドさんの皆さんと一
緒にパーティー。生バンドの演奏で唄って踊って最高に盛り上がりました。帰国日の出発は
午後便なので、午前中は山下家のお子さん達はプールで遊び、我々はリゾートの景観を楽
しみ、思い出話に花が咲いていました。楽しかった５日間のセブ島。またこられる日を楽しみ
に皆さんに感謝。ありがとう。

チョコレートヒルをバックに思い出の一枚！ 全日お天気が良
くて、白い砂浜、青い海とサンゴの海も本当にきれいでした！

今回は４度目のセブ旅行です。私達夫
婦、孫と若夫婦５人と友人夫婦総勢７
人での旅行でした。先ずびっくりしたの
は、昨年１月に行った時とは変わって、
マクタン・セブ国際空港が超大きくなり
綺麗な空港になっていました。また街
も綺麗になり、道路も殆ど舗装されて
いるのにビックリでした。２日目射撃を
体験したのですが、本物の銃はとても
重く手が震えてしまい、的が合いません
でした。今回は２才の孫がいるので、射
撃は早く切り上げ、海に行きバーベ
キューを楽しみました。その後、アート
ミュージアムにも行き写真を撮りまくりました。オイルマッサージで疲れた身体を癒して、老
夫婦４人でニューハーフショーに行きました。３日目は、２年前に出来たと言うセブサファリ
パークへ行きました。コーラルポイントリゾートから車で２時間、山中の動物園には放し飼
いの動物が多く、キリンさんも伸び伸びとして、ロバの上に乗った孫は大喜びでした。たくさ
んの動物がいたサファリパークを後にし、展望台（トップス）で夕日の落ちる様子とセブの夜
景を見て、心癒されるひと時でした。帰りはイタリアンレストランで食事を頂き、優雅な気分
でコーラルポイントリゾートに帰りました。４日目はショッピングを楽しみ、夕食はさよなら
パーティーで食べて踊って楽しい時間を過ごしました。本当に５日間、通訳のリサさん、ドラ
イバーさん、多くのメイドさんにお世話をして頂き、心配なくセブの旅を出来た事が感謝・感
謝でした。ありがとうございました。また遠藤理事さん、会社のスタッフの方にもありがとう。

今回は４度目のセブ旅行です！ 私達夫婦、孫と
若夫婦５人と友人夫婦総勢７人での旅行でした

海水浴を珊瑚礁の砂浜で楽しみ、バーベキューで
また飲み食べ過ごす！ 贅沢な時間を過ごしました♪

展望台（トップス）では、夕日の落ちる様子と
セブの夜景を見て、心癒されるひと時でした！

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　山下さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴７年６ヵ月　畑澤さん

出発日４月１7日（８泊９日）
会員歴１年８ヵ月　光田さん

出発日１１月２日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　谷田さん


