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＜夜版＞ 

◆ クーデター未遂事件の将校  

減刑に肯定的 －アロヨ大統領 

アロヨ大統領は、政府との司法取引が

要請されたことで、２００３年のクー

デター未遂事件に関与した５４名の青

年将校の減刑を是認したという。大統

領のスポークスマンが水曜日に発表し

た。 

 

◆ 選挙関連の暴力事件  

前回／前々回から減少 －ＰＮＰ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰの記録に

よると、今年の選挙期間中に発生した

暴力事件の発生件数は、２００１年、

ならびに２００４年の選挙期間中と比

較すると、より少なかったという。 

 

◆ ベドル氏 コタバトへ 

マギンダナオ州の大規模な不正選挙に

関与したとされる同州の選挙監視責任

者、リンタン・ベドル氏は、選挙管理

委員会、ＣＯＭＥＬＥＣによって保釈

された自由の身になった翌日の水曜日、

コタバト市行きの航空機で飛び立った

という。同氏の行き先は明らかにされ

ていない。 

 

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ  

ベドル氏の出国禁止 

水曜日、選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣは、入国管理局、通称ＢＩに対し

て、選挙監視責任者だったリンタン・

ベドル氏を監視リストに加える様にと

要請した。これは、マギンダナオ州に

おける不正選挙に関する審理に同氏が

出席することを確実視する為の措置で

あるという。 

 

◆ 薬品の高齢者割引  

異議申し立てを棄却 －ＳＣ 

水曜日、最高裁判所は、医薬品を購入

する高齢者に対する２０％の割引きを

破棄する様にと申し立てた薬局経営者

らの嘆願を棄却した。 

 

◆ 邦人殺害事件の目撃者   

襲われる 

６月にマニラ市エルミタで日本人男性

の会社員が殺害された事件の目撃者の

女性が火曜日の午後、身元不明の２人

組の男らによって有毒物質を注射され、

生命の危機をさまよっているという。 

 

◆ 犯行は口封じのため？ 

マニラ市警察管轄区殺人課のビリヤレ

アル捜査官によると、ハラシナ・カズ

ユキさんが６月２３日に殺害された事

件について、警察官が犯人だと証言し

た目撃者のキャサリン・デ・レオンさ

んが重体となっているという。病院名

は明らかにされていない。デ・レオン

さんは火曜日の午後５時頃、マラテに

あるハリソン・プラザを出たところで、

オートバイに乗った容疑者２人が近づ

き、この事件で証言しない様にと警告

してきたという。同捜査官の発表によ

ると、デ・レオンさんが犯人の要求を

拒否した為、毒物を注射されたという。 

 

◆ 手榴弾爆発で児童４人が負傷 

北イロコス州で、廃品収集をしていた

児童４人が拾った手榴弾が爆発したこ

とで、致命傷になり得る程の重傷を負

う事故が発生したという。 

 

◆ 韓国人男性 殺人罪で逮捕される 

警察当局の発表によると、韓国人の男

が同胞の韓国人男性を殺害した容疑で

逮捕されたという。昨年３月、アンヘ

レス市でユン・チョ・サンラグさんと

フィリピン人運転手、エマーソン・カ

ストロさんを殺害した容疑で逮捕状が

出されていたユー・ヨン・イール容疑

者は火曜日の夜、ケソン市マタリノ通

りとカラヤアン通りの角で逮捕された

という。犯罪捜査探知班、ＣＩＤＧが

声明で明らかにした。 

 

◆ ケソン市で火災。三人が死亡 

水曜日の早朝、ケソン市エルミン・ガ

ルシア通りにあるミネソタ・マンショ

ンで火災が発生し、女性１人と男性２

人が死亡したという。テレビのニュー
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本日のレート 午後 4 時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６５３（↓）

      ＄＝Ｐ４５．７５ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７６０（↓）

      ＄＝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？ 
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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ス番組で報じられた。 

 

◆ ＧＰＳで盗難車発見 

火曜日の夜、警察当局は近代的技術の

助けを得て、ケソン市内にある高級住

宅地の中で盗難車を発見したという。

テレビのニュース番組で報じられた。 

 

＜午後版＞ 

◆ テロ防止法 施行延期か？ 

大統領府は当初、７月中旬に予定して

いた話題の人的安全保障法、通称ＨＳ

Ａ、別名テロ防止法の施行を延期する

と見込まれている。これは、施行規則・

規定、略してＩＲＲが公式化されてお

らず、この法律によって及ぼされる結

果に関する社会的な考察が遂行されて

いないからだという。火曜日、国家安

全保障評議会の高官が明らかにした。 

 

◆ 法務省  盗聴認可の権限を有す 

ゴンザレス法相によると、２００７年

人的安全保障法の下において、法務省

は、テロリストとしての疑いがある者

や国家の安全保障上に脅威をもたらす

とみなされる人物を盗聴する様にと推

奨する権限があるという。 

 

◆ ベドル容疑者  釈放 

紅白のチェックのシャツと白いズボン

を着用し、片目で沈黙するリンタン・

ベドル容疑者は、２０分間に渡って告

発者の面前に立ち尽くした。マギンダ

ナオ州の選挙不正疑惑を解明する鍵と

なり得るベドル容疑者は審理終了後、

釈放された。 

 

◆ 校舎崩落事故  

改修工事が開始される 

マンダルーヨン市にある５階建てのア

ンドレス・ボニファシオ・インテグレ

イテッド・スクールの請負業者は、破

損した校舎の修繕工事を開始した。ア

バロス市長は、「約１メートル幅のの雨

どいの一部が落下しただけだ。しかし、

生徒達の安全を確実視する為に、建物

の構造全体をより強度のあるものと交

換する」と発表した。 

 

◆ ＭＭＤＡ  ２千人を雇用 

マニラ首都圏開発庁、ＭＭＤＡの雇用

計画の傘下における２千種の職種の中

には、前科があっても応募することが

可能だという。ＭＭＤＡは先週、アロ

ヨ大統領の特別プロジェクトである

「トラバホ、トラバホ」プログラムに

役立つ要員候補を募集していると発表

した。フェルナンド長官によると、応

募資格者は、１８歳から５０歳で、犯

罪歴を持つ者でも構わないという。応

募者は、居住するバランガイの議長に

よって発行された人物証明書を持って

来ることだけが義務付けられていると

いう。 

 

◆ 脱走犯３名 再逮捕 

月曜日の未明に、カロオカン市バゴ

ン・シランにある警察分署の拘置所か

ら脱走した７人の在監者の内３人が昨

日、当局に出頭してきたという。 

 

◆ サウジアラビア   

ＯＦＷ強制送還 

サウジアラビア国内で不法滞在の罪に

より拘留センターに拘置されていたフ

ィリピン人２２人は火曜日、同国政府

によって強制退去処分が科され、グル

ープに分散して帰国した。 

 

◆ トリリヤネス上院議員の 

要請  法務省が阻止 

火曜日、アポストル大統領府主席法律

顧問は、トリリヤネス上院議員が上院

議会に出席すること、並びに同氏の執

務室を拘留所内に構えるという要請を

阻止する法務省を擁護する発言をした。

アポストル氏によると、当選した議員

の優先的待遇を認める法律は無いとい

う。 

 

◆ ＭＩＡＡ   

空港内の交通渋滞緩和対策 

空港当局は、ニノイ・アキノ国際空港、

ＮＡＩＡの付近にある道路や通りにお

ける交通渋滞を回避する為に、交通規

律ゾーン、略してＴＤＺｓを指定する

計画だという。マニラ国際空港管理庁、

ＭＩＡＡのクシ所長に提出された初期

報告書によると、警備緊急サービス部

門を担当するアトゥトゥボ所長補佐官

は、パラニャケ市内にある空港周辺の

交通渋滞を解決する為に、土木局が車

両の通行を管理すべき道路を特定する

任務を請け負っていると報告している。 

 

◆ 密輸品 ２８００万ペソ相当を 

押収  －ＰＡＳＧ 

新設された大統領府密輸防止班、ＰＡ

ＳＧは、マニラの２ヶ所の港における

密輸入者の取締活動により、２８００

万ペソ相当の密輸品を押収するという

成果をあげた。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

【 最新情報 】 

☆ Cerveza Negra Jazz Nights 

今月火曜日の夜は、Ms. Margie Saludo 

z による本格的なジャズを、サンミゲ

ルの黒ビール「Cerveza Negra」ととも

にお楽しみください。「Cerveza Negra」

お 知 ら せ

このコーナーに掲載ご希望の方は 

mailto: clubnews@philjpn.com 

 までご連絡下さい。無料です。 

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
 

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 

お申し込みは、下記より 
clubnews@philjpn.com

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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をベースにしたニュードリンク

「tantalizing」カクテルがおすすめで

す。 

 

日時：７月１０日（火）１７日（火） 

３１日（火）午後８時 

場所：Mezze, Greenbelt 2 1st Level,  

Estrella St., Ayala Center,  

Makati City 

連絡先：728-8895 

 

☆ "707" International  

NANA Day - Philippines 

今、日本の若者に最も読まれていると

言われる少女マンガ「NANA―ナナ―」

は、単行本全１１巻の累計部数が１６

００万部超と、驚異のセールスを誇っ

ています。フィリピンの若者にもその

人気が波及しつつある今、７月７日の

ナナにかけて、ナナ関連のイベントが

行われます。 

 

日時：７月７日（土） 

場所：R&B Metrowalk, Metrowalk  

Commercial Complex 2nd Level, 

Meralco Ave., Ugong, Pasig City 

連絡先：0927-8180601 

mailto:philnanaday@gmail.com

☆ UAAP 70th Opening Ceremonies 

UAAP（University Athletics 

 Association of the Philippines） 

カレッジ・バスケット・トーナメント

がいよいよ開催されます。 

 

オープニング・セレモニー 

日時：７月７日（土）午後１時 

場所：Araneta Coliseum, Araneta 

Center, Cubao, Quezon City 

チケット：パトロン   P300  

     下段ボックス P250  

     上段ボックス P120/P70  

     一般席    P25  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.uaapgames.com

☆ Identity and Politics 

短編３部作の舞台です。 

 

①May Bumubulong Job Pagsibigan作 

Christian Bautista監督 

資産の相続を巡る兄弟の争いを描きま

す。 

 

②Pobreng Alindahaw 

 J. Dennis Teodosio作 

    Delfin Ilao監督 

子供のお伽話のような、蜻蛉と蝶のフ

ァンタジーです。 

 

③Rogelio Braga's Sa Pagdating ng 

Barbaro Nick Olanka監督  

UP Repertory Companyによる、イスラ

ムのコミュニティーを描いた作品です。 

 

日時：７月６日（金）午後８時 

   ７月７日（土）午後３時・８時 

   ７月８日（日）午後３時 

場所：Bulwagang Amado Hernandez, 

 Cultural Center of the Philippines 

CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：Tanghalang Pilipino 832-3661  

    CCP Box Office 832-3704 

 

☆ A Massive Disoriented Order 

絵画、彫刻、パフォーマンスアートの

イベントです。 

 

アーティスト：Carlo Angelo Saavedra, 

Constantino Zicarelli, Jaco Payawal, 

Leeroy New, Tatong Racheta Torres 

 

日時：７月６日（金）午後６時 

場所：Art Informal, 277 Connecticut 

 St., Greenhills East, 

 Mandaluyong City 

連絡先：725-8518 

 

 

【  
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過去のお知らせは、 

こちら

【 明日です 】 

 
● Asian Junior  

Wrestling Championship 

世界１６ヶ国から１７歳～１９歳の男

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５日（木）～９日（月） 

場所：Ninoy Aquino Stadium, Rizal  

Memorial Sports Complex, Manila 

 

● 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５日（木）～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 

 

 

【 明日は何の日？ 】 
■ 二・二六事件に判決が出る 

（１９３６） 

１９３６年（昭和１１年）７月５日、

陸軍軍法会議が二・二六事件の軍関係

者１７人に死刑判決をくだしました。

過去のお知らせ 】

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:philnanaday@gmail.com
http://www.uaapgames.com/
mailto:clubnews@philjpn.com


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/07/04                    - 4 - 
同年２月２６日～２９日に、陸軍皇道

派の影響を受けた青年将校らが１４８

３名の兵を率い、「昭和維新断行・尊皇

討奸」を掲げて起こした反乱事件、ク

ーデター未遂事件です。革命的な国家

社会主義者北一輝が記した「日本改造

法案大綱」の中で述べた「君側の奸」

の思想の下、天皇を手中に収め、邪魔

者を殺し皇道派が主権を握ることを目

的とした「昭和維新」「尊皇討奸」の影

響を受けた青年将校の一部は、政治腐

敗・不況等の現状を打破する必要性を

声高に叫んでいました。彼らは軍首脳

を経由して昭和天皇に昭和維新を訴え

ました。政府は彼らを「叛乱軍」とし

て武力鎮圧を決意し包囲、反乱将校等

は下士官兵をして原隊に復帰させ、一

部の将校は自決、大半の将校は投降し

て法廷闘争を図りました。 

 

★ 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。 

 

 
◆ 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。 

 

★ 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、 

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！ 

 

★ Ｓｏ－ＴＶについての 
お問い合わせはこちらまで！★ 

『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

電話 ：03-6419-3900 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

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

 

「本間中将終焉の地 
修復計画」 

 

ＷＩＮＳは昨年、マレーの虎と呼

ばれた勇猛な武将、山下奉文大将

の終焉の地を修復いたしました。

本年は、その近くにある本間雅晴

中将の終焉の地を修復する計画が

ございます。 
修復費用のご寄付を募っておりま

すので、是非ご協力下さいます様、

宜しくお願いします。 
ご連絡先は、ＷＩＮＳまで

日本文化チャンネル桜 協賛募集中！！ 
スカイパーフェクＴＶ！ チャンネル２４１ 
チャンネル桜の主旨にご賛同下さる企業の皆様からのご支援を 
お待ちしております。 
問合せ先： ㈱日本文化チャンネル桜    TEL:０３－６４１９－３９００  

FAX:０３－３４０７－２２６３   E-mail:info@ch-sakura.jｐ

mailto:support@so-tv.jp
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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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 

 

 

 

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 】 

 
■ 婦警さんは、 

なぜ夏でも厚着なのか？ 

 

婦警さんは夏には涼しげなブルーの制

服を着用しますが、その下にはたいて

いアンダーシャツを一枚よけいに着て

いるということです。理由は、アンダ

ーシャツを着ないと、汗で下着の線が

透けて見えてしまうからです。 

 

また、下半身を長いガードルで固めて

いる婦警さんが多いのは、ミニパトの

乗り降りの際、スカートの裾がめくれ

ることがあるからです。というわけで、

夏の婦警さんはかわいそうなほど厚着

をしています。汗止めや匂い消しの香

水が必需品なのだそうです。 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 
■ おなじみの動物たち③ 

 

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。今日ご紹

介するのは… 

 

氈鹿（かもしか） 

この動物の毛が、氈（かも）と呼ばれ

る絨毯（じゅうたん）を作るために使

われていたことから、「氈鹿」という名

前がついたといわれています。 

 

 

【 明日の誕生花 】 

 
■ 明日、７月５日の誕生花 

 

カラジウム 

Caladium bicolor 

 

花言葉 喜び 

  

葉の形からでしょうか、英名は「イエ

スのハート」という意味です。１９世

紀ごろからフランスで品種改良され、

日本には明治時代に伝わりました。 

 

科名   サトイモ科の多年草 

原産地  アマゾン流域 

栽培方法 球根（塊茎）で増やします。

植え付けは４月中旬～５月中旬。日当

たりがよく、水分保持のよい粘質土壌

を好みます。夏場の強い日光に直接当

たると葉が傷むので、少し遮光をしま

す。葉の観賞期は６～９月。球根は寒

さに弱いので、貯蔵には最低温度１

０℃ぐらいが必要です。  

 

日本文化チャンネル桜 放送中！ 
スカイパーフェクＴＶ！チャンネル ２４１ 

視聴料   無料／月 
「ハッピー２４１」の夜の時間帯で放送 

協賛広告や視聴協賛金募集中！ 
問合せ先： ㈱日本文化チャンネル桜ＴＥＬ：０３－６４１９－３９００ 

ＦＡＸ：０３－３４０７－２２６３  mailto:info@ch-sakura.jp

日本文化チャンネル「桜」

日本初の歴史文化衛星放送局 
戦後日本はチャンネル「桜」で 
変わります。 
 
ブロードバンCh.桜ＯＮＬＩＮＥＴ

Ｖも引き続きお楽しみ下さい。 
アドレスは以下の通りです。

http://wwwch sakura 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
mailto:info@ch-sakura.jp
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７月５日生まれのあなたは・・・  

誇り高く、人に弱みを見せたくない人。

すきのない冷たい性格と誤解されるこ

ともあります。もっと肩の力を抜いて

フランクになり人付き合いを楽しみま

しょう。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 他人の別れ棒の端（たにんの 

わかれぼうのはし）（慣用句） 
 
夫婦が離別すると、単なる他人という

より、一層疎遠になって、棒切れ（木

屑）のように互いに顧みないというこ

とです。 
 
 
■ 狸寝入り（たぬきねいり）（慣用句） 
 
眠った振りをすることです。 
 
類語：空寝（そらね） 狸寝  
 
参考：元来性質が臆病な狸は、驚くと

気を失って倒れてしまいます。これを

人を騙すための空寝と受け取って言っ

たものです。 
 

【 知ってなるほど 】 

 
■ テキサスは友人という意をもつア

メリカ原住民の言葉から！？ 

 

アメリカの独立宣言が採択されたのは

１７７６年７月４日です。１７３３年

までに大西洋岸に１３の植民地ができ

ていましたが、イギリスの支配に対す

る不満がつのったのです。 

 

アメリカの東海岸に誕生した独立国は

やがて西部へ進出していきましたが、

その過程で原住民であるインディアン

を圧迫し、一部の地域に封じ込めてい

きました。ケンタッキーが「明日の土

地」という意味を持つインディアン語

であるように、オハイオは「美しい川」、

テキサスは「友人」、ネブラスカは「平

らな水」、マサチューセッツは「大きな

丘のある所」と、そこに住んでいた人

たちの言葉に由来します。 

 

 

 

もう直ぐ、日本、米国とも野球のオー

ルスターが迫ってます。日本のオール

スターはファン投票で選ばれる選手と

監督推薦がありますが、今回は特にフ

ァン投票での結果が注目されましたね。

仙台で行われるとあって、楽天の選手

が何と8名も！！親会社がＩＴ企業で

すから、インターネットによる組織票

と思われても仕方ありませよね。怪我

で2軍にいる選手まで選ばれてしまう

のですから。はたまた、米国はという

と、今年は2人の日本人選手が選ばれ

ましたね。イチロー選手は7年連続、

ファン投票による選出。米国でも不動

の1番打者が定着しましたし、今シー

ズンでＦＡですから、去就が注目され

ます。あと、ドジャースの斉藤選手が

監督推薦で選ばれましたが、この選手

は大リーグで成功した1人ですね。注

目された松坂選手でしたが、チームが

首位ということもあり、活躍している

選手が多く、残念な結果でした。今、

32 番目の選手として投票結果待ちの、

岡島選手がいます。誰がここまで活躍

すると予想したでしょうか？チームの

監督、コーチですらこの活躍は予測で

きなかったと思います。他の日本人選

手にも、もっと活躍を期待したいと思

います。本日、松坂選手が１０勝目を

あげました。チームの攻撃力にも助け

られていますが、最終的に２０勝しま

すかね。。。（Ｈ．Ｋ） 

【 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 

編 集 部 よ り

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/inde

x_J.html 

  

★ 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 

 

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 P2,200
 
お申し込みは、下記より 

winsclub@winsmanila.co

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
mailto:winsfil@info.com.ph

