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＜夜版＞ 

◆ 急進派議員６名への控訴  

棄却 －最高裁 

最高裁判所第２法廷は、急進派下院議

員６人を反乱罪で控訴した政府の申し

立てを棄却した。最高裁判所は判決の

中で、マカティ市地方第一審裁判所の

アラメダ判事に対して、バヤン・ムナ

党のオカンポ議員を始めとするカシニ

ョ議員、ヴィラドール議員、そしてガ

ブリエラ党のマザ議員、アナック・パ

ウィス党のベルトラン議員とマリアノ

議員に対する訴えを直ちに却下する様

にと命じた。６人の議員の弁護人を務

めるカプロン弁護士によると、昨年に

逮捕されて以来、フィリピン心臓セン

ターに軟禁されているベルトラン議員

の即時釈放を要請するという。 

 

◆ ５月の輸出総額 ６.１％増 

５月の輸出総額は、前年同月比６.１％

増の４０億ドルを記録したという。４

月の前年比伸び率は、５.１％だった。

火曜日、政府が発表した。 

 

◆ 第２四半期の経済成長率   

低下 －ＩＮＧ 

火曜日、ＩＮＧは、本年度第２四半期

におけるフィリピンの輸出に対する需

要が弱まる可能性を示し、経済成長の

ペースが低下するであろうという見方

を示した。ＩＮＧのエコノミスト、サ

クパル氏は、地元のテレビ局の番組で、

本年度第２四半期の国内総生産、ＧＤ

Ｐの伸び率は、第１四半期の６.９％よ

りも遅く、昨年同期比６.５％になると

いう見通しを示した。 

 

◆ ミスアリ被告   

サウジ渡航の許可取得 

マカティ市第一審地方裁判所は、ムス

リム・ミンダナオ自治区、ＡＲＭＭの

元知事でモロ民族解放戦線、ＭＮＬＦ

の名誉会長、ヌル・ミスアリ被告とミ

スアリ被告の宗教顧問、ウスタジ・ア

ブ・ハリス・ウスマン氏が７月１７日

から１９日にかけて開催される和平三

者協議に出席する為に、サウジアラビ

アのジェッダに渡航することが出来る

様に許可した。 

 

◆ 土砂崩れ ５人死亡 

コンポステラ・バレーの土砂崩れによ

る死者の数は火曜日の午前中の時点で

５人に増えたという。地元のテレビ局

に入った報告による。報告によって伝

えられたところによると、月曜日の午

後７時半頃、モンカヨ町のディワルワ

ル・ビレッジ、ディワタ山岳地帯のプ

ロック２で土砂崩れが発生したと同ビ

レッジの職員が発表したという。今回、

民家４棟を全壊させた土砂崩れは、豪

雨によってもたらされた災害だという。 

 

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ 改革の 

呼びかけを拒否 サミット要請 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣは、

フィリピンの投票手続きに関する全て

の不備を修正する為に、カトリック教

会やその他の分野とのサミット開催を

呼びかけた。ＣＯＭＥＬＥＣのアバロ

ス委員長は、フィリピン人の「道徳的

価値」の「堕落」を嘆きつつ、フィリ

ピン・カトリック司祭会議、ＣＢＣＰ

による退任の呼びかけに留意すること

を拒否した。 

 

◆ ＣＢＣＰ   

「選管委員長退陣要求は正当」 

一方、ＣＢＣＰは火曜日、アロヨ政権

に対して選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣの編成改革を呼びかけたことにつ
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本日のレート 午後 4 時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６２５（↑）

      ＄＝Ｐ４５．７０ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７３０（↓）

      ＄＝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。 

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

からのお知らせ】 

フィリピン・ニュース 

☆【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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いて正当性を主張した。この呼びかけ

に関して、ＣＯＭＥＬＥＣのアバロス

委員長は「不公平」であると表現して

いた。地元のテレビ局のニュース専門

チャンネルのインタビューで、ＣＢＣ

Ｐのスポークスマンを務めるキトリオ

司教は、責任ある投票の為の教区司祭

評議会や２００７年５月に行われた選

挙を監視したボランティア団体によっ

て提出された「確たるデータ」に基づ

く呼びかけであったことを主張した。 

 

◆ ＣＢＣＰは下院議会で 

選管改革の審議を要請  

    －大統領府法律顧問 

火曜日、大統領府主任法律顧問を務め

るアポストル弁護士は、ＣＢＣＰが選

挙管理委員会の改編を本当に望むので

あれば、本件を第一段階として下院議

会に持ち込むべきであると発言した。

ラジオ放送局、ｄｚＥＣが報じたとこ

ろによると、アポストル顧問は、ＣＯ

ＭＥＬＥＣの委員が「憲法上の独立す

る存在」であることから、弾劾裁判で

しか更迭することが出来ないと強調し

た。 

 

◆ 台風「マン・イー」  

今週中にも上陸 

気象庁、パガサの発表によると、台風

「マン・イー」は火曜日の午前２時の

時点で、ビサヤ地方の東１,３４０キロ

の地点で観測されているという。パガ

サによると、台風「マン・イー」は、

毎時８５キロの風速を維持し、最大瞬

間風速は、毎時１００キロを記録して

いるという。この台風は、毎時２２キ

ロの早さで西北西に移動しているとい

う。この台風がフィリピン領域に侵入

した場合、今年二つ目の台風となり、

「ベベン」というコード・ネームが命

名されることになる。 

 

 

◆ ブトゥアン市発砲事件  

１人死亡・２人重体 

月曜日の深夜、ブトゥアン市パンガブ

ガン村の製材所の中で発砲事件が発生

し、材木商１人が殺害され、２人が重

体だという。 

 

＜午後版＞ 

◆ カトリック司祭会議  

選管委員長の更迭を要請 

待ち望まれている選挙改革計画の実行

を望むローマ・カトリック教の司祭ら

は、アロヨ政権に対して、同計画の手

始めとして、選挙管理委員会のアバロ

ス委員長や他の幹部を解任する様にと

要請した。 

 

◆ ボッシ神父 テキスト送信 

誘拐されて人質となっているイタリア

人のボッシ神父は、自身の解放に向け

た交渉を迅速化する様にと、テキス

ト・メッセージを通じて身分が明かさ

れていない交渉担当者に指示したとい

う。ザンボアンガ・シブガイで重武装

集団によってボッシ神父が拉致されて

から丁度、１ヶ月になる火曜日に送信

されたイタリア語のテキスト・メッセ

ージは、ボッシ神父が生存している３

つ目の証拠となった。 

 

◆ 入国管理局  

韓国人小売り業者の取り締り強化 

月曜日、入国管理局は、国内で違法に

事業を営む外国人の取り締りが命じら

れた中、韓国人の観光者は歓迎するが

小売業者は歓迎しないという見解を示

した。主に韓国人とされる外国人がフ

ィリピン人名義を利用して小売り業を

営んでいることについて、リバナン入

管局長は、フィリピンの入国管理法に

「明らかに」違反していると指摘した。 

 

 

 

◆ ＪＩ 爆弾テロ攻撃に 

女性を募集 －ＰＮＰ 

国際的なテロ組織、アルカイダの東南

アジア地域で活動するジェマア・イス

ラミア、通称ＪＩは、ミンダナオ島中

部の公共ターミナルにおいて爆弾テロ

攻撃の任務を遂行する女性を募ってい

るという。 

 

◆ ズビリ候補   

ピメンテル候補をリード 

チーム・ユニティ、ＴＵのズビリ候補

と真正野党、ＧＯのピメンテル候補が

上院議員の最終議席である１２番目の

議席を争奪する戦いが続く中、現在、

ズビリ候補が１７,０００票リードし

ているという。 

 

◆ ケソン市   

環境マスコットの名前決定 

月曜日、ケソン市は、ごみの再利用、

リサイクル、生ゴミの堆肥といった同

市のゴミ削減計画情報キャンペーンの

マスコットにつける名前を募集し、選

ばれた名前をつけた小学生を表彰した。

月曜日の国旗掲揚式典の際、ベルモン

テ市長は、３つのマスコットに名前を

つけた３人の小学生に１０万ペソの賞

金を手渡した。このマスコットは、堆

肥の豚と再利用を担当する猫、そして

リサイクルのねずみで、１千以上の名

前が集められたという。審査の結果、

豚の名前「クリスティン・コンポステ

ィーノ」、猫「ティンティン・ブティン

ティン」、ネズミの「ドドン・マシンゴ

ット」が決定したという。 

 

◆ ＤＰＷＨ   

広告塔撤去作業 近日中に再開 

月曜日、公共事業幹線道路省、ＤＰＷ

Ｈは、台風シーズン到来に備え、マニ

ラ首都圏や国内各地の広告塔の撤去作

業を再開すると発表した。 

 

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 

 

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 

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
 
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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◆ 南ダバオ州  腸チフス集団発生 

保健当局が腸チフス流行の予防に奔走

する中、南ダバオ州サンタ・クルスで

は、腸チフスに罹患する児童数が増加

し続けているという。月曜日の時点に

おいて、水を感染源として、現在、少

なくとも５つの村で約２００人の子供

達が、腸チフスに感染したという。 

 

◆ 関税局  

中国からの密輸鶏肉製品を押収 

中国から密輸された鶏肉製品が入った

３つのコンテナを関税局が押収したと

いう。月曜日、地元テレビ局が報じた。 

 

◆ ケソン市  

ガソリン・スタンド強盗殺人事件 

月曜日の午前中、ケソン市にあるガソ

リン補給所のメッセンジャーが武装し

た強盗犯に抵抗しようとして射殺され

たという。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが

報じた。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 最新情報 】 

☆ Litisang Bilog ng Caucasus 

Tanghalang Ateneo（TA）の舞台です。

配役はすべてアテネオの学生です。内

線時に誘拐された知事の赤ちゃんを巡

る物語です。 

 

日時：７月１１日（水）午後７時 

   ７月１２日（木）午後７時 

   ７月１３日（金）午後７時 

   ７月１４日（土）午後２時 

   ７月１８日（水）午後７時 

   ７月１９日（木）午後７時 

   ７月２０日（金）午後７時 

   ７月２１日（土） 

午後２時・午後７時 

場所：Rizal Mini Theater, Ateneo de  

Manila University, Katipunan Ave.,  

Loyola Heights, Quezon City 

連絡先：0915-2429808 

    Rizal Mini Theater 426-6001  

loc.5121 

 

☆ War Zone 

サンボアンガ在住の２７歳のアーティ

スト Mark Valenzuela による作品展

示会です。テーマは War Zone です。 

 

期間７月１１日（水）～３１日（火） 

場所：Galleria Duemila, 210 Loring  

St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9815  

mailto:duemila@mydestiny.net

  

☆ The Mexican Table 

シェフ Gino Gonzalez による、メキシ

コ料理の講習会です。 

 

メニュー：Burrito, Cheese and Pepper 

Flautas, Fresh Salsa, Mango Salsa, 

Roasted Tomato Salsa, Carnitas, 

Prawns and Almond Sauce, Garbanzo 

Cake with Pineapple and Caramel, 

Sangria 

 

日時：７月１２日（木） 

午前１０時～午後３時 

場所：Cafe Ysabel, 455 P. Guevarra St. 

cor. C.M. Recto, San Juan 

連絡先：725-5089 / 726-9326 

 

☆ Lifestyle Bazaar 

ビジネスの一等地、マカティの商業地

域でのバザーです。仕事帰りにも立ち

寄れる時間帯が特徴です。 

 

期間：７月１１日（水）～１３日（金） 

午前１０時～午後７時 

場所：The Enterprise Center, 6766  

Ayala Ave. cor. Paseo de Roxas  

St., Makati City 

連絡先：Arlene Ocab 824-4337 / 

824-3247  

mailto:arlene@greatlinksevents.com

 

☆ Bazaar @ Ayala 

ファッション関連のあらゆる物が揃う

バザーです。アラヤ通り沿いの出勤前

に立ち寄れます。 

 

期間：７月１１日（水）～１３日（金） 

午前８時 

   ７月２１日（土）～８月３日（金） 

午前８時 

場所：6797 Ayala Ave., Makati City 

連絡先：Mildreth Kho 0927-6046876 

【 明日です 】 

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。

 
● 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

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:duemila@mydestiny.net
mailto:arlene@greatlinksevents.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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明会に参加します。 

 

日時：７月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１１日（水） 

～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

 

● 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１１日（水）～１４日（土） 

午前９時～午後２時 

場所：University of Santo Tomas,  

Espana, Manila 

連絡先：740-9703 

 

● 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１１日（水） 

～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 

 

● 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１１日（水）～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 

 

● 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１１日（水）～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１１日（水）～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？ 】 
■ 保元の乱が起こる（１１５６） 

保元元年７月１１日（１１５６年７月

２９日）、後白河天皇方の平清盛・源義

朝らが白河殿に夜討ちをかけ、崇徳上

皇方を破る保元の乱（ほうげんのらん）

が起こりました。鳥羽法皇没後、後白

河天皇方と崇徳上皇方が朝廷での実権

を賭け、各々味方する武士団を率い、

内裏周辺にて激しく戦ったものですが、

戦いの規模自体は宮廷内のクーデター

程度で兵数も双方合わせても数百騎程

度です。しかしこの戦いは、父と子、

兄と弟、叔父と甥が敵味方に分かれ殺

し合う凄惨なものであり、天台座主・

慈円の著書『愚管抄』の記述によると

「保元元年七月二日、鳥羽院ウセサセ

給ヒテ後、日本国ノ乱逆ト云コトハヲ

コリテ後ムサノ世ニナリニケルナリ」

と書かれていて、後の源平合戦の始ま

りといえます。合戦の主な人物は、天

皇方に藤原忠通、平清盛、源義朝、上

皇方に藤原頼長、平忠正、源為義、源

為朝といったところです。 

 

★ 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。 

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

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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

mailto:pezseum@skyinet.net
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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【 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 】 Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/ ■ 医者は自分の専門を 

どうやって決める？ 

医者には、内科、小児科、産婦人科、

耳鼻咽喉科、皮膚科、外科など、さま

ざまな専門の科目がありますが、これ

はどうやって決めたのでしょうか？ 

 

実は、大学の医学部を卒業した医師の

卵たちは、全ての科目について学んで

います。つまり、彼らはどんな科目で

も大丈夫、どの科目を選ぶのかは、あ

くまでも本人の自由なのです。医師国

家試験に合格して大学の医局に進む際、

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

 

「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

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


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/07/10                    - 6 - 
自己申告をして専門科目を決めること

が多いようです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
■ おなじみの動物たち⑦ 

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… 

不如帰（ほととぎす） 

子の他にも「時鳥」、「杜鵑」、「沓手鳥」

などいろいろな表記の仕方があります。

鶯の巣などに卵を産んで、自分では子

育てしない、ちょっと変わった鳥です。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
■ 明日、７月１１日の誕生花 

 

フクシア 

Fuchsia × hybrida 

 

花言葉 激しい心 

  

ドイツの植物学者フックスに由来した

名前で、英語読みするとフュージャで

す。南米に自生し、ニュージーランド

やタヒチにも分布しています。 

 

科名   アカバナ科の常緑低木 

原産地  熱帯アメリカなど  

栽培方法 挿し木で増やします。植え

付けは３～４月、過湿を嫌うので、排

水のよい用土を選びます。生育適温は

５～２５℃で、冬暖かく夏涼しい環境

で管理することが大切です。開花期は

５～７月。長く咲き続けるので、肥料

切れにならないよう追肥を多めに与え

ます。  

 

７月１１日生まれのあなたは・・・  

絵を描いたり、ものをつくったりする

才能に恵まれています。センスがよく、

まわりから憧れのまなざしで見られる

ことも多いでしょう。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■ 魂消る（たまげる）（慣用句） 
吃驚（びっくり）すること、驚くこと

です。  
 
類語：肝を潰す 仰天する たまぎる 

たまがる  
 
参考：「げる」は「きえる」の変化です。 
 
■ 卵に目鼻（たまごにめはな） 

（慣用句） 
卵に目と鼻を描いたような色白で可愛

らしい顔立ち、主に少女などの容貌を

誉めていいます。 
 
対語：炭団に目鼻 
 
 

【 知ってなるほど 】 
■ 酸漿（ほおずき）とは 

「頬付き」のこと！？ 

７月１０日は、東京・浅草の浅草寺や

各地の愛宕神社の四万六千日の日で、

この日に詣でると平日の四万六千日

（一生に一度）を詣でたのと同じ功徳

を授かるというところから参拝客でに

ぎわいます。 

 

浅草寺では鬼灯市（ほおずきいち）が

立ちますが、この鬼灯は中国語です。

提灯の一種で子供用の赤くて小さいほ

おずき提灯のことです。日本語の「ほ

おずき」とは頬付き、吹き鳴らすおも

ちゃのことです。酸漿（さんしょう）

と書いてほおずきと読ませるのは当て

字です。 

 

 

ビサヤ地方の東に台風が観測され、西

北西に進みフィリピンに向かっている

そうです。今後、どのように進路が変

わるのかわかりませんが、皆さん、こ

れから台風シーズンですので、台風情

報には十分注意をはらってください。

フィリピンでは昨年も台風による影響

で、多くの被害に合い、亡くなられた

方や被災された方がいました。毎年、

この時期に思うのですが、少しでもフ

ィリピンのインフラが良くなるように

願っています。（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 

（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 

 

★ 外務省海外安全ホームページ： 

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

編 集 部 よ り

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/

