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＜夜版＞ 

◆ イロコス州 地震発生 

月曜日の早朝、南イロコス州ビガンで、

マグニチュード４.２の地震が発生し

たという。しかしながら人的／物的被

害の報告は無いという。 

 

◆ マンダルーヨン市 校舎が崩壊 

月曜日の午前中、マンダルーヨン市で

学校の建物の一部が崩れるという事故

が発生した。学校職員が直ちに休校措

置を講じた為、約６千人の生徒が帰宅

した。報道によると、アディション・

ヒルズにあるアンドレス・ボニファシ

オ・インテグレイテッド・スクールの

４階の一部が崩れて校庭に落下したと

いう。 

 

◆ マギンダナオ州  

選挙監視員を逮捕 

選挙不正疑惑の鍵を握る人物として逮

捕状が出されていたマギンダナオ州の

選挙監視責任者、リンタン・ベドル弁

護士が逮捕された。べドル弁護士容疑

者は月曜日の午後、又は火曜日の午前

中に、身柄を選挙管理委員会に移送さ

れるという。 

 

◆ べドル弁護士 逮捕後 

マニラへ身柄移送か 

警察当局は、マギンダナオ州の選挙不

正疑惑に関与した容疑で日曜日に逮捕

された選挙監視責任者、ベドル弁護士

容疑者をマニラに移送する予定だとい

う。ベドル容疑者の主治医は、同容疑

者の血圧が不安定であると診断したに

も拘わらず、ムスリム・ミンダナオ自

治区、通称ＡＲＭＭの警察本部のゴル

ティアオ本部長の発表によると、月曜

日の午後にはべドル容疑者を選挙管理

委員会に移送する様にと命じられてい

るという。 

 

◆ べドル容疑者   

政治家から殺害脅迫を受けた？ 

月曜日、警察当局は、マギンダナオ州

の選挙監視責任者、リンタン・ベドル

容疑者が引き続き殺害予告を受けてい

るとして、マニラへの空路移送に先立

って厳重な警備が必要になると発表し

た。 

 

◆ マニラ市警察署の職員  

毎月ボーナスを受給 

マニラ市のリム市長は、マニラ市警察

署の職員全員に対して、毎月あたり５

００ペソのボーナスを支給すると発表

した。この発表は、ラジオ放送局、ｄ

ｚＭＭによって明らかにされた。 

 

 

◆ 密輸入の亀 ＮＡＩＡで押収 

日曜日、当局は、必要書類の無いまま

に亀が輸入された様だという通報を受

けたことから、ニノイ・アキノ国際空

港、通称ＮＡＩＡの貨物倉庫に急行し、

生きた亀が入れられた箱を押収した。

３つの箱に入れられていた亀は日曜日

の午前０時半に、香港からマニラに到

着したキャセイ・パシフィック航空機

で運搬されてきたという。 

 

◆ タギグ市人質篭城事件   

主犯の妻を無罪放免 

今年３月１３日にタギグ市地方裁判所

で発生した篭城事件で、同市の検察官

が先週、共犯容疑者に重篤な違法行為

が無かったとして罪状を棄却したこと

を受けて釈放された。５頁に渡る判決

文の中で、主犯のアルマリオ・ビリエ

ガス容疑者の内縁の妻、デリア・デ・

ラ・クルズさんが共犯だったという充

分な証拠が無いとされた。デ・ラ・ク

ルズさんに対する銃刀法違反の罪も証

拠不充分で棄却された。 

 

◆ ピメンテル候補   

選管を告訴か？ 

日曜日、真正野党、ＧＯのピメンテル

上院議員候補の陣営は、今週早々に

高裁判所に仲裁を求め、チーム・ユニ

ティ、ＴＵのズビリ候補が上院議員と

して 終議席の当選者だとする選挙管

理委員会の宣言を阻止すると公約した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６４０（↑）

      ＄＝Ｐ４５．９５ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７３５（↑）

      ＄＝Ｐ４６．００ （↑）

※矢印はペソの動き（前日比） 

ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza,845 
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail ：clubnews@philjpn.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

● PHIL-JAPAN NEWS は無料 

フィリピン情報メールサービスです。

● 当社番組フィルジャパンナイトへ

のご意見ご感想をお寄せ下さい。 

 

配信申込・掲載希望等ご連絡は 

E-mail でご連絡下さい。 

フィリピン・ニュース 

国内旅行・海外旅行 

蛍が舞う島!バレシン島ツアー１泊 
大人Ｓ８５(子供半額) 

格安航空券／国内線航空券・配達可 
フレンドシップ ８４０-１０６０ 

mailto:ftrc@pldtdsl.net  
mailto:fstmn@pldtdsl.net

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで 

パソコンの１１９番
ウイルスにやられたかな？ 
最近パソコンの動きが遅い 
ウインドウズを入れ直したい 

その他、パソコンの事なら何でも 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
mailto:pchelp.makati@gmail.com

http://pchelpmakati.web.fc2.com/

和食処 和
豊豊富富ななメメニニュューー  ボボリリュューームム満満点点  
温温かかなな心心ののおお料料理理ををごご賞賞味味下下ささいい。。

TOKYO BENTO 
安くて美味しいフランチャイズの 

お弁当屋さん経営をお考えの方は 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

電話 ６３２－１７３６（磯野） 

mailto:ftrc@pldtdsl.net?subject=%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88from%20WINS%20Club)
mailto:fstmn@pldtdsl.net
http://friendshipmanila.com/
mailto:pchelp.makati@gmail.com
http://winsmanila.com/pchelp/index.htm
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◆ マニラの違法堕胎クリニック 

１３人保護５人逮捕 

土曜日の夜、マニラ市警察署の警察官

は、サン・アンドレス・ブキッドにあ

る人工中絶センターから若い女性１３

人を保護し、クリニックの職員とみら

れる５人を逮捕した。マニラ市警察第

六分署の捜査官によると、捜査官らは

午後１１時頃、コーラル通りとゾベル

ロハス通りの角にあるアパートの一室

に設けられた無認可のクリニックを急

襲した際、保護された女性の何人かが

堕胎手術を受けるところだったという。 

 

＜午後版＞ 

◆ 英国テロ攻撃事件を受け  

ＮＡＩＡの警備強化 

日曜日、空港関係者は、週末に英国で

テロ攻撃とみられる事件が発生したこ

とを受け、ニノイ・アキノ国際空港、

ＮＡＩＡの警備隊の警戒態勢の強化を

命じた。 

 

◆ 薬品販売会社４千万ペソの 

損害賠償 － 高裁 

高裁判所は、１１年前にタギグ市の

Ｃ５道路上を運転していた男性の車が

マーキュリー・ドラッグ社所有の商品

配送用の６輪トラックと激突したこと

で、現在、身体が麻痺している被害者

の両親に対して４千万ペソを上回る賠

償金を支払う様にという判決を下した。 

 

◆ トンド銃撃戦  

強盗２人死亡 警察官２名負傷 

土曜日の夜、マニラ市トンド地区で強

盗犯と警察官との間で銃撃戦が展開さ

れ、２人の強盗が死亡し、警察官２名

が負傷した。 

 

◆ マカティ市  

電動ジプニーの試験走行を開始 

今週、マカティ市当局は、国内で初め

ての「電動ジプニー」の試験走行の開

始を予定している。２台の電動ジプニ

ーは水曜日に、アヤラ・センターで、

ビナイ市長を始めとする同市高官や環

境団体、ならびに民間企業の代表者に、

お披露目されることになるという。 

 

◆ ＮＤＦメンバー失踪への 

関与が無い －控訴裁 

控訴裁判所は、国家民主戦線、ＮＤＦ

の交渉担当委員の１人が昨年、ブラカ

ン州で失踪したことに関与した容疑に

問われている陸軍のパルパラン元少将

とゴンザレス国家安全保障顧問、そし

て数名の国軍高官について無罪放免と

する判決を下した。 

 

◆ ＳＯＮＡ前に 内閣改造？ 

今後行われる内閣改造によって、より

多くの閣僚が影響を受けることになる

と、アロヨ大統領の側近幹部が明らか

にしたにも拘わらず、大統領府は日曜

日、元タルラック州選出のテオドロ下

院議員の国防相任命には何ら政治的背

景が無いと否定する発表を行った。 

 

◆ 在イタリアのフィリピ－ナ 

ＯＦＷ 近親殺人事件 

先週の金曜日、イタリアのミラノ近郊

にある町で、フィリピン人女性の海外

就労者、ＯＦＷが家族を刺した容疑で

警察に逮捕されたという。この事件で、

同ＯＦＷの夫と息子が死亡し、娘が重

体となっている。本事件は日曜日、被

害者の遺族によって明らかにされた。 

 

◆ 英国 フィリピン人看護師・ 

技術者の需要が停滞 

日曜日、国内の人材派遣業界は、英国

におけるフィリピン人看護師やその他

の技術者の採用件数の伸張率が減速し

ていると発表した。 

 

◆ サイバー教育で節約 －教育省 

２６０億ペソ相当のサイバー教育プロ

ジェクトが実施されることにより、５

年後には教師の訓練にかかる数十億ペ

ソの経費節約が見込まれることが期待

されると教育省が発表した。 

 

◆ ＢＦＡＤ 中国製食品の 

検査を実施 

今週、食品薬品管理局、通称ＢＦＡＤ

は、フィリピン国内のスーパー・マー

ケットで既に販売されている中国製食

品の追跡調査を実施するという。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 
 
 
 
 
【 新情報 】 
☆ Back to Basics,  

Christina Aguilera 

９９年のデビューアルバムは３枚の全

米ナンバー１シングルを生み記録的大

ヒット、グラミー賞 優秀新人賞も獲

得し破格の成功を手にしたクリスティ

ーナ・アギレラ、抜群の歌唱力、類稀

な美貌、そして強靭なヴィジョンと実

行力、そのすべてが 高のレベルで調

和する劇的な傑作アルバム「バック・

トゥ・ベーシック」をひっさげての待

望のフィリピン公演です。 

 

日時：７月６日（金） 

場所：The Fort Open Field, Fort 

Bonifacio, Taguig City 

チケット：ＶＩＰ  P7,350 

     パトロン P3,675 

     一般席  P1,050 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

☆ Asian Junior  

Wrestling Championship 

世界１６ヶ国から１７歳～１９歳の男

お 知 ら せ

財団法人極真奨学会 極真空手道連盟 

極真館 フィリピン支部 
広告募集 

 

当欄の広告を募集しております 
Ａ枠（当サイズ）１ヶ月 P2,240
 
お申し込みは、下記より 

極真館 館長 盧山 初雄  支部長 桜井  清貴 
 

練習日：月、水、金曜日 pm7:30～9:00 土曜日 pm2:00～4:00 
ＴＥＬ：８８９－０１８３  E－mail：kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

Address：#7 UPS Building, Sen. Gil J. Puyat  Ave cor. Marconi 

         Street Makati City Philippines 
clubnews@philjpn.com

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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女ジュニアレスラー１６０人が参加す

るチャンピオンシップです。フィリピ

ンからは９人の選手が参加します。 

 

日時：７月３日（火）～９日（月） 

場所：Ninoy Aquino Stadium, Rizal 

Memorial Sports Complex, Manila 

 

☆ A High School Musical 

アメリカで大ヒットを記録したディズ

ニー・チャンネルのオリジナル・ムー

ビー「ハイスクール・ミュージカル」

をフィリピンの人気タレントが演じま

す。 

 

出演（役名）：Sam Concepcion (Troy 

Bolton), Cheska Ortega (Gabriella 

Montez), Alex Godinez (Sharpay 

Evans), PJ Valerio (Ryan Evans), 

Jeff Arcilla (Coach Bolton), Sheila 

Francisco (Mrs. Darbus) 他 

 

日時：７月７日（土）８日（日）午後

３時 

場所：Meralco Theater, Ortigas Ave. 

cor. Meralco Ave., Ortigas Center, 

Pasig City 

チケット：P875.50 P824.00 515.00 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

    Meralco Theater 631-2222 / 

721-9777 

 

☆ Dime A Dozen 

１９世紀のフィリピンが誇るアーティ

スト、Juan Luna、Felix Resurreccion 

Hildago、そして現代アーティスト、Tad 

Ermitano、Alwin Reamillo、Gerardo Tan

による時空を超えた旅情を感じさせる

作品展示会です。 

 

期間：７月３日（火）～９月２２日（土） 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F 

Benpres Bldg., Exchange Road., 

Ortigas, Pasig City 

時間：午前８時～午後５時 

入場料：P100 P80 P60 

連絡先：Fanny San Pedro 631-2417 

 

☆ Chinese Crab 

期間中、ランチ、ディナーともに、カ

ニ料理の特別アラカルトメニューをご

用意いたします。 

 

期間：７月９日（火）～２２日（日） 

場所：Tin Hau Chinese restaurant, 

Mandarin Oriental Hotel, Makati Ave., 

Makati City 

時間：午前１１時～午後３時 午後６

時３０分～午後１０時 

連絡先：750-8888 loc.2424/2422 

【 明日は何の日？ 】 

■ 小野妹子が遣隋使として 

隋に渡る（６０７） 

推古１５年７月３日（６０７年８月１

日）、「日出ずる処の天子、書を日没す

る処の天子に致す」という書き出しで

有名な聖徳太子の書を隋の煬帝（よう

だい）に持っていった時の遣隋使が小

野妹子（おののいもこ、男性、生没年

不詳）であり、その小野妹子が派遣さ

れたのがこの日です。煬帝はこの書を

見て「無礼千万」と激怒したと言われ

ます。煬帝にしてみれば当時の日本な

ど「東夷（東方異民族・野蛮人）」の一

つに過ぎず、そんな国が隋と対等の国

交を持とうというだけでも腹立たしい

のに、「日没する処」とは何事かという

気持ちであったといわれています。一

説には「日出ずる処云々…」の書き出

しはほとんど問題になっておらず、む

しろ日本が対等の立場に立とうとした

ことにのみ腹を立てたともいわれます。

しかし煬帝はこれを完全無視はせず、

一年後、一応答礼使として裴世清とい

う男を遣わしました。 

 

皆さま、ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮの 

ホームページに、是非、お越し下さい。 

 

 

★ 映画「南京の真実（仮題）」 

製作支援のお願い 

映画「南京の真実（仮題）」製作委員会

では、趣旨にご賛同頂ける皆様からの 

製作資金のご協力を募っております。 

全国草莽の皆さまの熱いご支援をお待

ちしております。 
【  

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ

過去のお知らせは、 

こちら

 

 
◆ 下記については映画内クレジット

に お名前を表記させていただきます

ので、お手数をお掛けいたしますが、

お振り込み後に、表記の可否をご一報

ください。 

 

【 １０口以上 】 映画内クレジット

にお名前を表記させていただきます。 

【 １００口以上 】 特別協賛として、

映画内クレジットにお名前を表記させ

ていただきます。 

 

◆ ご支援いただきました皆さまには、

1口につき映画「南京の真実（仮題）」 

ＤＶＤ を 1 枚進呈させていただきま

す。 

過去のお知らせ 】

詳細は、こちらから 
http://www.nankinnoshinjitsu.com

をクリックしてください。 

“国敗れても 
国は滅びず”

 
PHIL-JAPANが制作したＶＴＲを

販売しています。 １３００ペソ 
お問い合わせ先 
（ＴＥＬ）７５２－７２４６ 
（ＦＡＸ）８９３－３６５０ 

PHIL-JAPAN ダビング・サービス 

PHIL-JAPAN チャンネルで放送された番組のＶＴＲテープをご希望の方は、お

気軽に、どなたでも申し込みできます。 放送日または番組名を指定してくださ

い。 
ダビング料 ＶＨＳテープ 1 本 ４４８ペソ（税込み） 
お申し込み先：ＴＥＬ ７５２－７２４６～８ ＦＡＸ ８９３－３６５０ 
 Ｅ－ｍａｉｌアドレス： clubnews@philjpn.com  
 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 

mailto:clubnews@philjpn.com
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★ 映画「南京の真実（仮題）」 

製作委員会 ★ 

TEL 03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 

 

★ So-TV スタート！ 

インターネット放送 

リニューアルのお知らせ 

これまでご利用いただいてきたチャン

ネル桜のインターネット放送が、この

たび、完全リニューアルいたしまし

た！その名もＳｏ－ＴＶ！ 

月額３,１５０円（税込）で、チャン

ネル桜のお好きな番組を、いつでも、

何度でも ご覧になることが出来ます。 

ユーザ登録前でも全番組のサンプル画

像（５分間）をご視聴いただけるほか、 

ユーザ登録前でも全番組のサンプル画

像（５分間）をご視聴いただけるほか、 

お支払い方法はクレジットカードに加

えて、コンビニエンスストアなどでも

購入可能なウェブマネーを近々、導入

予定です。また、Ｓｏ－ＴＶでは、チ

ャンネル桜以外にも近日スタート予定

の「安全保障チャンネル」など、様々

なジャンルからの他チャンネル参入を

想定しており、いずれも ユーザ登録を

済ませた後、見たいチャンネルを月額

制でご購入いただく形となっておりま

す。チャンネル桜が掲げる「草莽崛起

（そうもうくっき）」のように、志を持

った在野の人々“草Ｓｏ莽”たちが、

新しい価値を“創Ｓｏ造”していく場

として、常に英語の接続詞 “Ｓｏ（さ

て、それから）”のように新しく展開し

ていくＳｏ－ＴＶ！ 

お支払い方法はクレジットカードに加

えて、コンビニエンスストアなどでも

購入可能なウェブマネーを近々、導入

予定です。また、Ｓｏ－ＴＶでは、チ

ャンネル桜以外にも近日スタート予定

の「安全保障チャンネル」など、様々

なジャンルからの他チャンネル参入を

想定しており、いずれも ユーザ登録を

済ませた後、見たいチャンネルを月額

制でご購入いただく形となっておりま

す。チャンネル桜が掲げる「草莽崛起

（そうもうくっき）」のように、志を持

った在野の人々“草Ｓｏ莽”たちが、

新しい価値を“創Ｓｏ造”していく場

として、常に英語の接続詞 “Ｓｏ（さ

て、それから）”のように新しく展開し

ていくＳｏ－ＴＶ！ 

ぜひ、ご覧になってみてください！ ぜひ、ご覧になってみてください！ 

  

  

  

★ Ｓｏ－ＴＶについての ★ Ｓｏ－ＴＶについての 
お問い合わせはこちらまで！★ お問い合わせはこちらまで！★ 

『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） （ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

電話 ：03-6419-3900 電話 ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 ＦＡＸ：03-3407-2263 

mailto:support@so-tv.jpmailto:support@so-tv.jp

 

★「チャンネル桜 友の会」のご案内 

視聴契約に代わる応援組織、「チャンネ

ル桜 友の会」では、会員を募集してお

ります。 

皆様の温かいご支援、ご協力を賜りた

く、ご入会を心よりお待ち申しあげま

す。 

協賛会員：会費 １万円/月 

一般会員：会費 ２千円/月 

準会員 ：期間・金額不問 

 

会員募集！！ 

http://www.ch-sakura.jp/topix/306.

html

 

「友の会」会員募集概要＆入会申込書 

http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom

onokai_application.pdf 

「友の会」 会員規約 

http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom

onokai_kiyaku.pdf

 

「友の会」 よくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 

http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom

onokai_Q&A.pdf

 

ご不明な点ありましたら、お気軽に 

お問い合わせください。 

 

日本文化チャンネル桜 友の会 事務局 

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

ＴＥＬ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

E-mail：info@ch-sakura.jp

 

★ PHIL-JAPAN スタッフ募集 
マニラのPHIL-JAPANでは、製作スタッ

フを募集しております。日本では中々、

経験できない TV 番組の製作や取材活

動を学びながら、お仕事をしてみませ

んか？ 

 

業務内容： 

番組製作全般 キャスター出演   

リポーター カメラマン 編集者  

取材先との交渉・要請・許可取得   

英文和訳 その他 

 Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/ 応募資格： 

英語もしくはタガログ語で、フィリピ

ン人スタッフとコミュニケーションが

取れる方 

コンピュータの基本操作ができる方 

性別・年齢は問いませんが、また、特

に次のような方を募集します。 

＊身体・精神共に健康に自信のある方 

＊労を惜しまず、常に努力する方 

＊差別意識を持っていない方 

＊高給を期待していらっしゃらない方 

＊地域社会に情報を提供することに興

味を持っていらっしゃる方 

 

給与： 

資格・能力に応じて、当社規定に基づ

き支給させていただきます。 

応募方法： 

お電話（７５２－７２４６）、又は

mailto: clubnews@philjpn.com まで 

お問い合わせ下さい。その時点で応募

用紙が送付されますので、ご記入後、

提出して下さい。尚、応募用紙提出時

には、身分証明用の写真をお忘れなく。

書類審査後、面接の予定日時を   

お知らせ致します。 

皆様の応募をお待ちしております。 

 

 

【 今さら人に聞けない疑問 】 
■ 国会議員は、 

なぜ「君づけ」で呼ばれる？ 

国会議員は、お互いに「○○先生」と

呼びあうことが多いのですが、国会の

本会議や委員会で議長や委員長から名

前を呼ばれるときは、「○○君」と呼ば

れるのはどうしてでしょうか？（ただ

し、土井たか子元衆院議員議長だけは、

憲政史上初めて「○○さん」と呼びま

した。） 

 

国会議員を「君づけ」で呼んだのは、

明治２３年、第一回の帝国議会が開催

されたときです。一説によると、当時

のアメリカ議会では議員の名前を呼ぶ

ときに「ミスター」という敬称をつけ

るのが普通で、それを「君」と和訳し

たのが始まりだということです。 

 

mailto:support@so-tv.jp
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_application.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_application.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_kiyaku.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_kiyaku.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
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【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
■ おなじみの動物たち 

 

思わず触りたくなるような見た目のか

わいさで人の心を和ませてくれるもの

や、近づくことさえためらってしまう

恐いものまで、鳥や昆虫なども含めさ

まざまな動物を集めました。 

 

栗鼠（りす） 

地方によっては栗鼠のことを、木鼠（き

ねずみ）ともいいます。日本には全国

にニホンリス、タイワンリス、北海道

を中心にキタリスがいます。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
■ 明日 ７月３日の誕生花 

 

立浪草（たつなみそう） 

Scutellaria indica 

 

花言葉 私の命を捧げます 

  

花の形が浮世絵に描かれる波のような

ので、立浪草と呼ばれます。「立浪の模

様」の着物は江戸時代たいへん人気を

集め、陶磁器の模様にも使われました。 

 

科名   シソ科の多年草 

原産地  日本、アジア  

栽培方法 挿し木、株分けで増やしま

す。本州～九州の丘陵地や野原、林の

ふちに自生する野草で、湿り気のある

あまり肥沃でない所を好みます。草丈

は３０～４０ｃｍで、５～６月に開花

します。  

 

７月３日生まれのあなたは・・・  

うっかりミスをよくおかす人です。ち

ょっとそこつな性格で、それが弱点で

もありチャームポイントでもあります。

素直で、年長者によくかわいがられま

す。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■ 他人の飯には骨がある 
（たにんのめしにはほねがある） 
                      （慣用句） 

他人の家に寄食したり住み込んだりす

ると、色々と辛いことがあるものであ

るということです。 
 

類語：隣の白飯よりうちの粟飯  
 
参考：他人の家には、焼き魚の骨を取

ってくれるような、甘やかす親はいな

いということからです。 
 
 
■ 他人の飯は白い 
（たにんのめしはしろい）（慣用句） 

 
他人の物はなんでも良く見えるという

ことの喩えです。 
 
類語：隣の芝生は青い 隣の花は赤い 
 

【 知ってなるほど 】 
■ うどんは「こん飩（とん）」 

という菓子に由来する！？ 
 
今日７月２日は、うどんの日です。う

どんとは唐菓子の「こん飩」に由来す

るもので、奈良時代に中国から入って

きた、小麦粉を団子状にまるめ、その

中に餡（あん）を入れた菓子のことで

した。 
 
それが熱い湯で煮て食べるようになる

と、温麺（おんめん）と転化し、さら

に食偏の文字にして饂飩（うんとん）

に変化したということです。そして室

町時代の末期には、うどんと詰まって

定着するようになりました。 
 

会員の皆様には、大変ご迷惑をお掛け

しましたが、本日よりＰＨＩＬ－ＪＡ

ＰＡＮ ＮＥＷＳを再開しました。

新のフィリピンニュースや情報を皆様

にをお届けできるように、スタッフ一

同、心機一転、頑張りますので今後と

をご支援のほど、宜しくお願い申し上

げます。 

 
【 緊急サービス情報 】 

 

★ 警察 

メトロマニラ   166 

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9008 

 

★ 消防 

マニラ地区  527-3653 

マカティ地区  818-5150,816-2553 

パサイ地区    844-2120 

ケソン地区    923-0605 

 

★ 病院 

マニラ地区 

Philippine General Hospital 

521-8450 

Manila Medical Center 

  523-8131 

Manila Doctor’s Hospital 

524-3011 

マカティ地区 

Makati Medical Center 

815-9911,892-5544 

パサイ地区 

Hospital De San Juan Dios 

831-9731 

ケソン地区 

Quezon City Medical Center 913-7397 

De Los Santos Medical Center723-0041 

St. Luke’s Medical Center 723-0301 

 

★ 在フィリピン日本国大使館 

（在マニラ日本国総領事館兼任） 

住所：2627 Roxas Boulevard, Pasay  

City, Metro Manila, 1300, 

TEL：５５１－５７１０ 

FAX：５５１－５７８５ 

ホームページ 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index

_japanese_version.htm  編 集 部 よ り
 

★ 在セブ出張駐在官事務所 

 12 Floor, Metrobank Plaza,Osmena 

Blvd., Cebu City, Phillippines 

電話：（032）255-0287 

 

★ 在ダバオ出張駐在官事務所 

 Suite B305 3rd Floor, Plaza de Luisa 

Complex, 140R. Magsaysay Ave., Davao 

City 8000, Philippines 

電話：（082）221-3100 

 

★ 外務省海外安全ホームページ： 

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

 

★ マニラ日本人会  

810-7909,815-3559 

 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

