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＜夜版＞ 

◆ ラグナ州 覚醒剤製造所を摘発 

月曜日、当局はラグナ州サン・ペドロ

にある覚醒剤製造所を摘発したという。

摘発された覚醒剤製造所は、同州ビニ

ャン近郊において先週実施された麻薬

取締り急襲作戦の際に逮捕された台湾

人によって所有されている。 

 

◆ パシグ市  

偽者ＩＳＡＦＰが逮捕される 

パシグ市のショッピング･モールで実

施された囮作戦によって、国軍諜報部

員の幹部を装った詐欺師２人が逮捕さ

れたという。月曜日、警察当局が発表

した。逮捕された２人は、パシグ市に

あるショッピング・モールの駐車場で、

偽物のフィリピン国軍諜報部員の身分

証明書と支給銃器を発行した現行犯で

逮捕された。当局は、２人の容疑者か

ら偽造された身分証明書や任務指令書、

制服、銃器３丁を押収した。この２人

は、偽造したＩＳＡＦＰのＩＤと拳銃

を２万ペソで販売していたという。 

 

◆ ケソン市   

車両強盗容疑者２人 射殺される 

月曜日の未明、ケソン市で、警察官と

の銃撃戦を展開した車両強盗容疑者２

人が射殺されたという。地元のテレビ

局が報じた。 

 

◆ マニラ市交通事故   

妊娠３ヶ月の妻と夫が死亡 

月曜日の未明、マニラ市バコオッドで、

駐車中の１０輪トラックに乗用車が激

突し、乗用車に乗っていた男性とその

妻が死亡するという事故が発生した。

死亡した女性は妊娠３ヶ月だったとい

う。 

 

◆ ベトナムビレッジ退去の乳児に 

健康被害 

先週末に実施されたマニラ市キアポ地

区の「ベトナム・ビレッジ」撤去作業

によって、行き場を失った家族、特に

乳児の健康に弊害が生じているという。

ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じたとこ

ろによると、月曜日の午前中の時点で、

少なくとも６人の乳児が下痢症状を呈

し、治療を受ける必要はあるという。

更に、先週の金曜日に強制退去させら

れた家族は、マニラ市の新任リム市長

に対して、移住先の準備を敏速に行う

様にと要請している。金曜日に行われ

た撤去作業の際、リム市長は住民らに

移転先の用意を約束していたという。 

 

◆ ボクシング世界チャンピオン  

－アロヨ大統領が闘志を賛辞 

アロヨ大統領は、アメリカとインドネ

シアで行われたボクシング世界王座決

定戦で、フィリピン人ボクサー２人が

勝利したことについて、「フィリピン人

スポーツ選手の闘志」を賞賛した。 

 

◆ 実娘殺害事件容疑者   

麻薬反応が無い 

先週、３歳の娘を殺害したと自供した

ジェイソン・ノリエガ容疑者２２歳は、

麻薬反応テストを受けたが陰性だった

という。日曜日、東部警察管轄本部の

ティクマン本部長が発表した。いずれ

にしても、同本部長によると、同結果

によってノリエガ容疑者が麻薬常習者

では無いことを意味する訳ではないと

いう。 

 

◆ トリリヤネス上院議員  

国軍兵士の雇用条件向上 

        ２法案を提出 

トリリヤネス新上院議員は、国軍兵士
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本日のレート 午後 4 時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６４１（↑）

      ＄＝Ｐ４５．７５ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７２５（↑）

      ＄＝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 

☆【 新情報】 
☆【明日です】 
☆【明日は何の日】 
☆【PHIL-JAPAN 

からのお知らせ】 
☆【今さら人に聞けない疑問】 
☆【脳年齢が若返る漢字学習】 
☆【明日の誕生花】 
☆【ことわざを学ぼう】 
☆【知ってなるほど】 
 

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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の福祉とその家族の生活改善を求めて、

上院議会に２つの法案を提出した。 

 

◆ セスナ機衝突事故   

航空学校２校が営業停止処分 

日曜日、ブラカン州マロロス町の上空

で訓練機２機が空中衝突するという事

故が発生した。この事故で３人が死亡

したことを受けた航空輸送局、ＡＴＯ

は月曜日、事故を起こした２つの航空

訓練学校の全航空機の始動を一時的に

禁止した。空港管制塔の高官は先般、

今回の空中衝突事故が人的ミスによっ

て発生した可能性があると指摘してい

た。また、同衝突事故は、空港管制塔

の管制官による誤った着陸許可が原因

であるという憶測も流れているという。 

 

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ １２人目の 

上院議員当選者 今週中に発表か？ 

月曜日、選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣは、２００７年５月１４日の選挙

以降２ヶ月近くが経過した今週中には、

１２番目の上院議員の当選者を発表す

ることになるだろうと発表した。 

 

◆ ＳＯＮＡに６千人規模の警備 

アロヨ大統領による施政方針演説、Ｓ

ＯＮＡ迄、残すところ後２週間弱とな

った。フィリピン国家警察、ＰＮＰは、

演説が行われるバタサン・コンプレッ

クスに６千人の暴動鎮圧警察部隊の隊

員を派遣する計画があると発表した。 

 

 

＜午後版＞ 

◆ イタリア人神父の写真提供者  

バシランの元町長か？ 

木曜日に公開された人質となっている

イタリア人のカトリック教神父、ボッ

シさんが写っている３枚の写真の出所

を調べたところ、バシラン州の元町長

に行き着いたという。日曜日、国軍が

明らかにした。 

◆ 神父誘拐事件 アブの犯行？ 

ボッシ神父誘拐事件について、国際的

テロ組織、アルカイーダと連携をとっ

ているアブサヤフの関与が初めて言及

された。ゴンザレス国家安全保障顧問

は先週、イタリアの特別公使に対して、

ボッシ神父が国内における複数のテロ

攻撃や誘拐事件を企てたとされるイス

ラム過激派アブサヤフによって拘束さ

れている可能性があることから、同神

父の解放を楽観視しない様にと伝えた

と発表した。 

 

◆ ブラカン州  

小型機衝突事故で３人死亡 

日曜日、ブラカン州の空港で着陸準備

をしていた２機の小型飛行機が衝突す

るという事故が発生した。事故に遭っ

た小型機に搭乗していたインド人２人

とフィリピン人１人の合わせて３名が

死亡した。 

 

◆ クーデター未遂関与の将校自宅  

 今年３回目の強盗事件 

２００６年２月２４日のクーデター未

遂に関与した容疑の国軍将校の内の１

人の自宅に強盗が押し入ろうとした事

件が発生したという。被害に遭ったの

は、今年になってからアキノ陸軍少佐

の家に強盗事件が発生したのは既に３

件目になるという。いずれにしても、

アキノ少佐の家族の所持品が盗まれた

先の２件の強盗事件とは異なり、今回

は被害がなかったという。アキノ少佐

の自宅はケソン市のアギナルド基地に

ある。 

 

◆ ケソン市の交通事故  ６人負傷 

日曜日、ケソン市サン・フランシスコ

通りとアラネタ通りの交差点で、トラ

ックと乗用車の衝突事故が発生し、６

人が負傷したという。地元テレビ局の

ニュースが報じた。 

 

◆ ラス･ピニャス市住宅地   

「フレンドシップ･ルート」に開放 

日曜日、ラス・ピニャス市のアギラー

ル市長は、アラバン・ザポテ道路を利

用する運転者達に通行の選択肢を与え

る為に、少なくとも５ヶ所の住宅地が

「フレンドシップ・ルート」として開

放されることになると発表した。開放

される住宅地は、ＢＦリゾート・ビレ

ッジ、フィルアム・ビレッジ、ドーニ

ャ・マニュエラ住宅地、ピラール・ビ

レッジ、そしてＢＦインターナショナ

ルだという。 

 

◆ マニラ首都圏労働者   

大規模なリストラの対象か？ 

フィリピン商工会議所、ＰＣＣＩは、

マニラ首都圏における新たな最低賃金

の値上げが認められた場合、大規模な

リストラが行われることになると改め

て警告した。ＰＣＣＩが指摘したとこ

ろによると、多くの企業は、新たな最

低賃金レートを満たす為に、従業員を

レイオフ（一時的解雇）する可能性が

あるという。 

 

◆ 国軍  

新しいヘリコプター購入計画 

日曜日、フィリピン国軍は、フィリピ

ン空軍の為に、新しいヘリコプター１

６機を購入する計画を発表した。 

 

◆ 外国人退職者  倍増する 

フィリピン退職者管理庁、ＰＲＡは、

退職後の第二の人生を楽しむ為に、フ

ィリピンに定住する外国人高齢者数が

大幅に上昇していると発表した。ＰＲ

Ａのフランシスコ長官代理は、過去数

年以来、「外国人退職者」の人数が倍増

し、未だに増加し続けていると説明し

た。フランシスコ長官代理によると、

２００５年に１,２６３人だったＰＲ

Ａ登録外国人退職者の人数が２００６

年には２,３９８人になったという。 

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 
極真館 館長 盧山 初雄  支部長 桜井  清貴 

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 P2,000 

練習日：月、水、金曜日 pm7:30～9:00 土曜日 pm2:00～4:00  
お申し込みは、下記より 

clubnews@philjpn.com
ＴＥＬ：８８９－０１８３  E－mail：kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

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

         Street Makati City Philippines 

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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◆ マカティ市   

公立学校退学率は低い 

フィリピン国内の各地における公立学

校の学生の退学が増加している中、マ

カティ市では、その様な減少は無いと

いう。公立学校の退学率の全国平均は

１０～１２％のだが、財政首都である

マカティ市では過去３年間に渡って２.

７２％にとどまっている。 

 

◆ 校舎損壊の学校  授業の再開へ 

校舎の一部が損壊したマンダルーヨン

市にあるアンドレス・ボニファシオ・

インテグレイテッド・スクールは火曜

日に、校舎の１つが使用可能となるこ

とから通常の授業に戻る予定だという。

先々週の土曜日に、４階建て校舎のコ

ンクリート製雨樋の一部分が損壊し、

バスケットボール・コートに落下した。

幸い土曜日で授業がなかった為、この

事故による負傷者はいなかった。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

【 最新情報 】 

☆ Filipino Artist Series I:  

Gilopez and Corazon Kabayao 

フィリピン人アーティストシリーズ第

一弾は、バイオリンの巨匠 Gilopez 

Kabayao と、国を代表するピアニスト 

Corazon Kabayao のステージです。 

 

日時：７月１１日（水） 

場所：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex, 

 Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：832-3704 / 832-1125  

loc.1409/1410 

☆ CCAP Job Fair 

第３回目を迎える年に一度のコールセ

ンター・カンファレンスとエキスポで

す。２５を超えるコールセンターが就

職説明会に参加します。 

 

日時：７月１０日（火）１１日（水） 

場所：Robinsons Galleria Hours  

Fountain Area, EDSA cor. Ortigas  

Ave., Quezon City 

 

☆ Cut and Paste 

Sunday Times Magazine, Excelsior, 

Graphic, Fotonews 等、有名大衆紙の

広告の展示会です。 

 

期間：７月１０日（火） 

～９月２２日（土） 

午前８時～午後５時 

場所：Lopez Memorial Museum,  

G/F Benpres Bldg., Exchange Road., 

Ortigas, Pasig City 

連絡先：Fanny San Pedro 631-2417 

mailto:pezseum@skyinet.net

 

☆ The Big Garments Sale 

有名人気ブランド Zara, Mango, 

Hollister, Von Dutch, 他アメリカ・

イギリスの商品が P500 以下で販売さ

れます。 

 

期間：７月１０日（火）～１３日（金） 

場所：Vinzon Hall, University of The 

Philippines Diliman, Quezon City 

連絡先：Len Caccam 0915-7851420  

mailto:alleniec@yahoo.com 

 

☆ The World’s Best Ribs 

スペアリブ、ショートリブ、ベイビー

バックリブ等、Chef Hubertus がベス

トリブ料理を提供します。 

 

期間：７月１０日（火）～３１日（火） 

場所：Market Cafe, 3rd Level, Hyatt  

Hotel and Casino Manila, 1588  

Pedro Gil cor. M.H. Del Pilar,  

Malate, Manila 

連絡先：245-1234 

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。

【 明日です 】 

 
● 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」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 

 

● Kalakbay: A Journey of Faith  

in Art 

Joey Velascoによる４回目を迎えるソ

ロ絵画展です。 

ネグロスの農民の現状を垣間見たとき

から彼の絵画のシリーズが始まりまし

た。 

 

期間：７月１０日（火）～１４日（土） 

午前９時～午後２時 

場所：University of Santo Tomas,  

España, Manila 

連絡先：740-9703 

 

 

無料です。 

お 知 ら せ 

“国敗れても 
国は滅びず”

 
水島 総監督のＶＴＲを    
販売しています。 １４００ペソ 
お問い合わせ先 
（ＴＥＬ）７５２－７２４６ 
（ＦＡＸ）８９３－３６５０ 

ＢＳＴ 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 ＤＶＤ、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:pezseum@skyinet.net
mailto:alleniec@yahoo.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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● 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１０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 

 

● Dinner Feast and Singing  

Shindig at Li Li 

期間中、１０人以上のグループでお越

しのお客様をミュージック・バーにご

招待し、ギフトをご用意しております。 

 

期間：７月１０日（火）～３１日（火） 

午後６時～午後１０時 

場所：Li Li, 5th Level, Hyatt Hotel  

and Casino Manila, 1588 Pedro Gil  

cor. M.H. Del Pilar, Malate, 

Manila 

連絡先：245-1234 

 

● 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１０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 

 

● Digital 101: Photography 

 and the Computer 

写真撮影の基本を学びたいデジタルカ

メラユーザーのためのワークショップ

です。 

 

日時：７月１０日（火）１２日（木）

１７日（火）午後６時 

場所：Filipinas Heritage Library,  

Nielson Tower, Ayala Triangle,  

Makati Ave., Makati City 

連絡先：892-1801 

mailto:events@filipinaslibrary.org

.ph

 

 

【 明日は何の日？ 】 
■ 蘇我入鹿が暗殺される 

（乙巳の変）（６４５） 

６４５年７月

１０日（皇極

４年６月１２

日）、乙巳の変

（いっしのへ

ん・おっしの

へん）が起こ

りました。中

大兄皇子（な

かのおおえの

おうじ）、中臣

鎌子（なかとみのかまたり）らが宮中

で蘇我入鹿（そがのいるか）を暗殺し

て蘇我氏（蘇我本宗家）を滅ぼした飛

鳥時代の政変です。その後、中大兄皇

子は体制を刷新して大化の改新と呼ば

れる改革を断行しました。「天皇の権威

をないがしろにして政権を専横する蘇

我氏を、中大兄皇子を中心とする改革

グループが誅滅した。」ともいわれます

が、天皇はこの事件以前は祭事を担当

する人、もしくは豪族連合体の議長的

な存在であり、政治を担当する者は大

連・大臣であるのが普通でした。それ

が、この事件後天皇（大王）の権威が

確立され、天皇中心の制度に変更して

いったことから、乙巳の変が起こった

時点では、単なる政権奪取のクーデタ

ーにすぎませんでした。 

蘇我入鹿の暗殺の図（江戸時代）

 

 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

★ 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。 

 

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

◆ 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。 

 

 

「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:events@filipinaslibrary.org.ph
mailto:events@filipinaslibrary.org.ph
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/07/09                    - 5 - 
【 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 

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 

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

 

 

【 今さら人に聞けない疑問 】 
■ スチュワーデスの手には、 

なぜヤケドのあとがある？ Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/  

スチュワーデスには、手にヤケドのあ

とがある人が多いという説があります。

理由は、オープンで温めた熱燗や料理

などを素手でつかむためです。 

 

ファースト・クラスのお客には、「素手

でもてないような熱燗」をオーダーす

る人もいてお酌をしなければなりませ

ん。かくして、スチュワーデスの手に

はたいていヤケドのあとがあるのは、

これはスチュワーデスにとって、一人

前の証ということです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
■ おなじみの動物たち⑥ 

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… 
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 

家鴨（あひる） 

読んで字のごとく、マガモを家畜用に

した品種です。家鴨の足が非常に短い

ことから、短いものを「家鴨の脚絆（き

ゃはん）」とたとえていうことがありま

す。 

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

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
mailto:info@ch-sakura.jp
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【 明日の誕生花 】 
■ 明日、７月１０日の誕生花 

 

グロキシニア 

Sinningia speciosa 

 

花言葉 艶麗 

  

豪華な花と豊富な色から、夏の鉢花の

女王とされています。かつては温室栽

培でしたが、最近は家庭でも育てられ

ています。 

 

科名   イワタバコ科の多年草 

原産地  ブラジル 

栽培方法 球根(塊茎)で増やします。

植え付けは４～５月上旬。腐葉土と砂

質壌土の割合を多めに混合した、排水

と通気のよい土を好みます。夏の直射

日光に弱いので、半日陰の多湿な所で

管理します。また雨に当たるのも嫌い

ますので、雨よけが必要です。開花期

は６～７月と９月。球根は寒さに弱い

ので、貯蔵には最低温度１０℃ぐらい

が必要です。  

 

７月１０日生まれのあなたは・・・  

ぜいたく好きで、いつも心地よく過ご

したいと願っている快楽主義者です。

ちょっと気まぐれで、何を考えている

のかわからないようなところがありま

すが、それが魅力になっています。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■ 旅の恥は掻き捨て 
（たびのはじはかきすて）（慣用句） 

旅先では知った人もいないし、長く滞

在する訳でもないから、恥ずかしい行

ないもその場限りのものであるという

ことです。 
旅先でなら、普段ならしないような恥

さらしなことも平気でするということ

です。 
 

類語：後は野となれ山となれ 
 
対語：立つ鳥跡を濁さず 
 
■ 旅は道連れ世は情け 

（たびはみちづれよはなさけ） 
        （ことわざ） 

旅行をする時は道連れがあるのが何よ

りも心強いということです。 
同様に、世の中を渡るには、お互いに

思い遣りを持つのが一番大切であると

いうことをいいます。 
 

【 知ってなるほど 】 
■ 盥（たらい）の語源は 

「手洗い」から！？ 

 

佐渡でもかつて海女がのっていたたら

い乗りが有名ですが、毎年７月６日に

静岡県伊東市の松川で観光用にたらい

乗り競争が催されます。盥の夕（手）

は手の古語であるばかりではなく、テ

→チ（てふてふ→チョウチョウ）のよ

うに、盥も手洗いから略転したもので、

同行内の音転といいます。 

 

昔は行水に欠かせない道具の一つで、

大家族を抱える家庭では夏、銭湯代を

節約するために庭先に大きな木の盥を

出し、戸板で囲って行水をやったもの

です。 

 

米国、マイアミで11歳の少女が飲酒運

転で事故というニュースがありました。

この少女は速度超過による、停止命令

を無視し、１６０ｋｍ/ｈの速度を出し

て逃走し、挙句の果てには他車に接触

し、横転事故を起こしたそうです。何

故、11歳の少女が飲酒をしたのでしょ

うか？それも車の運転までも。たいし

た事故にならなくて良かったのですが。

どのような理由で飲酒、車の運転に至

ったのかは、判りませんが、もう少し、

親が子供に注意をはらうべきではない

でしょうか。好奇心が旺盛で反抗期な

年頃なのですから。（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 

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 編 集 部 よ り
（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_J.html
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

