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＜夜版＞ 

◆ 海兵隊への攻撃はＭＩＬＦの犯行 

２３名が死亡したバシラン州における

海兵隊員に対する待ち伏せ攻撃は、Ｍ

ＩＬＦによるものだという。水曜日、

ＭＩＬＦの幹部が発表した。 

 

◆ ＭＩＬＦ  自衛行為と主張 

ＭＩＬＦの交渉担当主任、イクバル氏

によると、火曜日の午前１０時３０分

にアルバルカ町ギナンタ村に侵入する

際、国軍は、ＭＩＬＦとの調整を怠っ

たという。イクバル氏によると、ＭＩ

ＬＦの部隊は、攻撃を受けたと思い込

み自己防衛の為に応戦したのだという。

また、４名の海兵隊員が斬首によって

処刑されたと伝えられている件につい

ては調査中であると付け加えた。攻撃

を受けた海兵隊員達は、誘拐されたイ

タリア人のボッシ神父の捜索・救出作

戦を行っている 中だった。 

 

◆ ＭＩＬＦスポークスマン   

アブサヤフ関与を否定 

ＭＩＬＦのスポークスマン、カバル氏

は、イクバル主任の声明を認めたが、

本件へのアブサヤフ関与を否定した。

カバル氏は同時に、国軍がＭＩＬＦ地

区に侵入することによって停戦に違反

することになると非難する声明を発表

した。 

 

◆ 台風「ベベン」 直撃は免れる 

台風「ベベン」、国際コード名「マン・

イー」は、勢力を強めながら北西に進

路をとり、日本の南部へと進行してい

るという。フィリピン気象庁、パガサ

が水曜日に発表した。パガサによると、

台風「ベベン」は午前１０時には、カ

タンドゥアネスの東北東９８０キロメ

ートルの地点に位置していたという。

その時点での 大風速は、毎時１４０

キロ、 大瞬間風速、毎時１７０キロ

の勢力を維持しながら北西へと進路を

とり、毎時２４キロメートルの速度で

移動しているのが観測されていたとい

う。 

 

◆ 授業への影響もなし 

水曜日、熱帯低気圧、国際コード名「マ

ン・イー」が勢力を強めながら台風に

発達し、フィリピン領域に進入した時

点で、台風「ベベン」と名づけられた。

この台風による休校措置は講じられな

かったという。 

 

◆ 国軍兵士 貧困地区に 

再び配置される 

国軍の兵士達がマニラ首都圏の貧困層

の居住地区に配置されたことで、住民

らは再び同居住地区内を巡回する武装

兵士らを目の当たりにすることになっ

たという。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが

水曜日に報じた。フィリピン国軍の首

都圏司令本部の兵士が再配置された地

区は、ケソン市バランガイ・コモンウ

ェルスにあるリバーサイド地区だとい

う。 

 

◆ サウジアラビアからの 

本国送還  ほぼ完了 

在サウジアラビアのフィリピン当局に

よると、ジェッダで立ち往生していた

８００人以上のフィリピン人の本国送

還作業は、火曜日の夜に４０人のグル

ープが出国したことにより、ほぼ完了

したという。 

 

◆ 財政赤字目標達成に自信   

財務相 

水曜日、テベス財務相は、今年上半期

の税収が少なかったにも拘わらず、２
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ウイルスにやられたかな？ 
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ウインドウズを入れ直したい 
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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） 

☆【 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】 
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００７年の政府の財政赤字の目標とさ

れる６３０億ペソ、つまり国内総生産

０.９％の上限を上回ることは無いと

いう自信を表明した。 

 

◆ 政府・ＯＩＣ・ＭＮＬＦの 

三者協議 延期される 

７月１７日から１９日までジェッダで

予定されていたフィリピン政府とモロ

民族解放戦線、ＭＮＬＦ、そしてイス

ラム教諸国会議機構、ＯＩＣの三者協

議が延期されたという。政府職員がイ

ンクワイラー紙に明らかにした。 

 

◆ イラクの爆弾テロ   

フィリピン人が死亡 

国際的な通信社、ロイターと英国のＢ

ＢＣテレビが水曜日に報じたところに

よると、火曜日、イラクの首都、バグ

ダッドにおいて、厳重に防備が強化さ

れているグリーン・ゾーンの敷地内が

大型迫撃砲とロケット弾による攻撃を

受け、フィリピン人を含む３人が死亡

したという。その他２５人が負傷して

いる。 

 

＜午後版＞ 

◆ 対テロ第一標的  

悪徳兵士、共産主義者、テロリスト 

火曜日、アロヨ大統領は、安全保障法

の 初の標的について、テロ行為を誘

発させている共産主義ゲリラ、過激宗

教団体、悪徳な国軍兵士と警察官を指

名した。アロヨ大統領は同時に、安全

保障法として知られる共和国法第９３

７２号が７月１５日に施行されるにあ

たって起こり得るテロ攻撃を防止する

為に、ミンダナオ島の重要電力施設や

交通運輸施設の警備をより強化する様

にと命じた。 

 

◆ ブルゴス氏誘拐事件  

ＩＳＡＦＰは関与していない 

火曜日、フィリピン国軍の諜報サービ

ス部署、略してＩＳＡＦＰのバンギッ

ト少将は、政治運動家のジョナス・ブ

ルゴスさんが誘拐された事件に関与し

た国軍兵士について、ＩＳＡＦＰの諜

報員だという容疑を否定する声明を発

表した。 

 

◆ ベルトラン下院議員 退院 

アナック・パウィス党比例代表、ベル

トラン下院議員は、病院における拘置

状態から速やかに開放される様にとい

う判決が下されたことにより、火曜日

の夜、ケソン市にあるフィリピン心臓

センターを退院した。７４歳のベルト

ラン議員は先般、反乱容疑に関する裁

判で 高裁判所によって無罪判決が下

された。 

 

◆ 台風 直撃を免れる  －パガサ 

フィリピンへの上陸が心配されていた

台風は水曜日の午前中時点で、フィリ

ピン全土のいかなる地域への直接的被

害の影響が及ばない見通しとなった。

しかしながら、鉄砲水や地滑りを誘引

する恐れがあるという。フィリピン気

象庁、パガサは、国民や災害調整委員

会に対して、適切な対応措置を講じる

様にと警告した。パガサによると、国

際コード名、台風「マン・イー」は、

サマール州の東１,２００キロメート

ルに位置し、中心近くの 大風速は、

毎時１１０キロ、 大瞬間風速が毎時

１４０キロを記録しているという。こ

の台風は今後、北西に向かって毎時１

９キロメートルの速度で移動すると予

想されている。 

 

◆ アナック・パウィス党 

指導者殺害事件 

急進派の比例代表政党、アナック・パ

ウィス党の７２歳になる調整役が、コ

ンポステラ・バレー州ナブントゥラン

町の自宅で、何者かに銃撃されて死亡

したという。火曜日、人権団体と国軍

が発表した。 

 

◆ アンティポロ市  

カナダ人刺殺事件 

月曜日の午前中、アンティポロ市にあ

る自宅に押し入った強盗犯を阻止しよ

うとしたカナダ人男性が刺殺されると

いう事件が発生した。被害者のジェイ

ク・チョンさん５９歳は、自室で首を

刺されて死亡しているのが発見された。

被害者の枕の中から３２,６５０ペソ

が入った財布が警察官によって発見さ

れたことから、同殺人の動機は、強盗

が引き金ではないかとみられるという。 

 

◆ レバノン  ＯＷＦが自殺 

レバノンで働いていた海外フィリピン

人就労者が先週、居住するアパートの

５階から飛び降り自殺を図った。地元

テレビ局の中東報道支局が火曜日に報

じた。家政婦として就労していたアメ

リン・アルボレス・サイソンさんは、

ベイルートのファーン・エル・シェバ

ク地区にある建物から飛び降りた際の

打撲傷により死亡したという。報道に

よると、サイソンさんは６月２０日に

レバノンに入国したが、仕事を巡る問

題で常に泣いていたという。 

 

◆ 密輸品   

８００万ペソ相当を押収 

大統領府密輸取り締り班、通称ＰＡＳ

Ｇと関税局、ＢＯＣによって個別に実

施された密輸品の取り締り作戦で、摘

発された総額８００万ペソ相当の密輸

電子製品と食肉製品が押収された。 

 

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ   

ズビリ候補の当選宣言を延期 

火曜日、選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣは、野党公認のピメンテル上院議

員候補の口頭弁論の要請が 高裁判所

によって認められたことにより、与党

のチーム・ユニティ公認のズビリ候補

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 
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が１２人目の上院議員として当選した

ことの宣言を延期した。地元のテレビ

局が報じた。 

 

◆ パヤタス   

ゴミを電力に変換する 

フィリピンの首都に蔓延する極度に大

量となった廃棄物から放出されている

メタンガスは、イタリア政府の資金援

助で実行されるプロジェクトによって、

近郊のスラム地区に電気を供給するこ

とになるという。関係当局によって火

曜日に発表された。マニラ郊外、ケソ

ン市にあるパヤタス廃棄物処分場にお

いて実施される２億ペソ相当のプロジ

ェクトは、毎年５千トンを排出するメ

タンガスが１０年後には、４万メガワ

ットの電力に転換されることを目指す

ものだという。環境天然資源省のレイ

エス長官が声明を発表した。 

 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 

☆ Follies de Mwah 

ブロードウェイ、ラスベガスを彷彿さ

せる、フィリピン人エンターテイナー

によるミュージカル、ダンスのステー

です。 

場所：

 Mandaluyong City 

絡先：TicketNet 911-5555 

☆ W

による Wi_fi body 

stival です。 

日） 

場所：

  

rtment 

2-1125 loc.1801～1808 

午後６時 

 pecado  

la, Tito Junco, 

キゾチックな裏世界を描

た作品。 

時 

n amor  

s, Tito Junco, 

る二人を病の夫が引き止め

が。。。 

e Damned 

s  

, Miguel Inclan, 

年の新たな悲劇の運命が始まった。 

場所：

M. Kalaw St.,  

85 

 明日です 】 

alenzuela による作品展

ーマは War Zone です。 

emila, 210 Loring 

ilto:duemila@mydestiny.net

ジ

 

日時：７月１２日（木）午後１１時 

   ７月１７日（火）午後１１時 

   ７月１９日（木）午後１１時 

   ７月２４日（火）午後１１時 

   ７月２６日（木）午後１１時 

   ７月３１日（火）午後１１時 

   ８月０２日（木）午後１１時 

   ８月０７日（火）午後１１時 

   ８月０９日（木）午後１１時 

   ８月１４日（火）午後１１時 

   ８月１６日（木）午後１１時 

   ８月２１日（火）午後１１時 

   ８月２３日（木）午後１１時 

   ８月２８日（火）午後１１時 

   ８月３０日（木）午後１１時 

   ９月０４日（火）午後１１時 

   ９月０６日（木）午後１１時 

Club Mwah! Theater Bar, 3rd  

Level The Venue Tower, 652  

Boni Ave.,

チケット：P500 

連

 

i-Fi Body: Independent  

Contemporary Dance Festival 2 

WDA-Philippines Contemporary Dance 

Map Project 主催

fe

 

期間：７月１２日（木）～１５日（

Cultural Center of the  

Philippines, CCP Complex,

Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：CCP Marketing Depa

83

 

☆ Mexican cinema, Saturdays 

在フィリピン メキシコ大使館と The 

Instituto Cervantes 主催による１９

５０年代メキシコ映画の上映会です。 

 

日時：７月１４日（土）

題名：Victims of Sin 

原題：Victimas del

製作：１９５０年 

監督：Emilio Fernandez  

出演：Ninon Sevil

Rodolfo Acosta 他 

解説：これまでに製作されたメキシコ

の映画の傑作うちの１つとされ、戦後

メキシコのエ

い

 

日時：７月２１日（土）午後６

題名：A Woman Without Love 

原題：Una mujer si

製作：１９５１年 

監督：Luis Bunuel 

出演：Rosario Granado

Julio Villarreal 他 

解説：年の離れた夫を持つ若い妻はあ

る時、若い男性に出会い恋におちる。

逃亡を企て

る

 

日時：７月２８日（土）午後６時 

題名：The Young and th

原題：Los olvidado

製作：１９５０年 

監督：Luis Bunuel 

出演：Stella Inda

Alfonso Mejia 他 

解説：少年刑務所から脱獄した若者が

自分を投獄した男を殺した時、２人の

少

 

Salon de Actos, Instituto  

Cervantes, 855 T.

Ermita, Manila 

連絡先：526-1482～

【

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。

 
● War Zone 

サンボアンガ在住の２７歳のアーティ

スト Mark V

示会です。 

テ

 

期間：７月１２日（木）～３１日（火） 

場所：Galleria Du

St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9815  

ma

 

● Cut and Paste 

Sunday Times Magazine, Excelsior, 

名大衆紙の広告の展示会です。 

期間：７月１２日

日（土） 

場所：

ge Road., 

-2417 

ilto:pezseum@skyinet.net

Graphic, Fotonews等、 

有

 

（木） 

～９月２２

午前８時～午後５時 

Lopez Memorial Museum, G/F  

Benpres Bldg., Exchan

Ortigas, Pasig City 

連絡先：Fanny San Pedro 631

ma

 

ney of  ● Kalakbay: A Jour

る４回目を迎えるソ

の絵画のシリーズが始まりまし

。 

）～１４日（土）

場所： nto Tomas,  

la 

絡先：740-9703 

Faith in Art 

Joey Velascoによ

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

た

 

期間：７月１２日（木

午前９時～午後２時 

University of Sa

Espana, Mani

連

 

無料です。 

お 知 ら せ 
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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

品展示会です。 

期間：７月１２日

場所：

ge Road., 

 

絡先：Fanny San Pedro 631-2417 

s がベス

リブ料理を提供します。 

場所： t  

1588 P H. Del Pilar,  

la 

絡先：245-1234 

● Dinner Feast

待し、ギフトをご用意しております。 

３１日（火）

場所：

o  

l Pilar,  

la 

絡先：245-1234 

ルトメニューをご

意いたします。 

場所：   

３時 午後６

絡先：750-8888 loc.2424/2422 

よる、メキシ

料理の講習会です。 

 

h Pineapple and 

ramel, Sangria 

日時：７月１２

場所  St. 

n 

絡先：725-5089 / 726-9326 

● Digital 101: P

and the Computer 

ザーのためのワークショップ

す。 

日時： （木）１７日（火） 

場所

gle,  

akati City 

to:events@filipinaslibrary.org

作

 

（木） 

～９月２２日（土） 

Lopez Memorial Museum, G/F  

Benpres Bldg., Exchan

Ortigas, Pasig City 

時間：午前８時～午後５時

入場料：P100 P80 P60 

連

 

● 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 Hubertu

ト

 

期間：７月１２日（木）～３１日（火） 

Market Cafe, 3rd Level, Hyat

Hotel and Casino Manila,  

edro Gil cor. M.

Malate, Mani

連

 

 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

 

期間：７月１２日（木）～

午後６時～午後１０時 

Li Li, 5th Level, Hyatt Hotel  

and Casino Manila, 1588 Pedr

Gil cor. M.H. De

Malate, Mani

連

 

● 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

用

 

期間：７月１２日（木）～２２日（日） 

Tin Hau Chinese restaurant,

Mandarin Oriental Hotel,  

Makati Ave., Makati City 

時間：午前１１時～午後

時３０分～午後１０時 

連

 

● The Mexican Table 

シェフ Gino Gonzalez に

コ

 

メニュー：Burrito, Cheese and Pepper 

Flautas, Fresh Salsa, Mango Salsa,  

Roasted Tomato Salsa, Carnitas,

Prawns and Almond Sauce,  

Garbanzo Cake wit

Ca

 

日（木） 

午前１０時～午後３時 

：Cafe Ysabel, 455 P. Guevarra

 cor. C.M. Recto, San Jua

連

 

hotography  

 

写真撮影の基本を学びたいデジタルカ

メラユー

で

 

７月１２日

午後６時 

：Filipinas Heritage Library,  

Nielson Tower, Ayala Trian

Makati Ave., M

連絡先：892-1801 

mail

.ph

 

● Lifestyle Bazaar 

ビジネスの一等地、マカティの商業地

にも立ち寄れる時間帯が特徴

す。 

１３日（金）

場所：

eo de Roxas  

 Ocab 824-4337 / 

ilto:arlene@greatlinksevents.com

域でのバザーです。 

仕事帰り

で

 

日時：７月１２日（木）

午前１０時～午後７時 

The Enterprise Center, 6766  

Ayala Ave. cor. Pas

St., Makati City 

連絡先：Arlene

824-3247  

ma

 

● Bazaar @ Ayala 

ファッション関連のあらゆる物が揃う

通り沿いの出勤前に立ち寄れま

。 

１２日（木）１３日（金）

２１日（土）～８月３日（金）

絡先：Mildreth Kho 0927-6046876 

, Mango, 

商品がP500以下

販売されます。 

場所： of The  

iliman,  

1420  

ilto:alleniec@yahoo.com 

バザーです。 

アラヤ

す

 

日時：７月

午前８時 

    ７月

午前８時 

場所：6797 Ayala Ave., Makati City 

連

 

● The Big Garments Sale 

有名人気ブランド Zara

Hollister, Von Dutch, 他 

アメリカ・イギリスの

で

 

日時：７月１２日（木）１３日（金） 

Vinzon Hall, University 

Philippines D

Quezon City 

連絡先：Len Caccam 0915-785

ma

 

● 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

る物語です。 

後７時 

    ７月２１日

場所： teneo de  

  

City 

zal Mini Theater 426-6001 

c.5121 

 

 
■ 源

巡

 

日時：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

（土） 

午後２時・午後７時 

Rizal Mini Theater, A

Manila University,  

Katipunan Ave., Loyola

Heights, Quezon 

連絡先：0915-2429808 

    Ri

lo

 

【 明日は何の日？ 】
頼朝が征夷大将軍となる 

（鎌倉幕府の成立）（１１９２） 

建久３年７月１２日（１１９２年８月

２１日）、源頼朝（みなもとのよりとも）

が初代征夷大将軍に就任しました。平

安時代末期に河内源氏嫡流の源義朝の

三男として生まれ、平治の乱で父が平

清盛に敗れると伊豆国へ流されます。

伊豆で以仁王の令旨を受けると平家打

倒の兵を挙げ、関東を平定し鎌倉を本

拠としました。源義仲と平家を弟らに

よって破ると、戦いに活躍した源義経

を追放し、諸国に守護と地頭を配して
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力を強め、奥州合戦では奥州藤原氏を

滅ぼします。そして、鎌倉に政所、問

注所、侍所などを整え、征夷大将軍に

任じられました。「１１９２（いいくに）

つくろう鎌倉幕府」で有名な鎌倉時代

が幕を開けたのは、この頼朝の征夷大

将軍就任によるものです。これにより

朝廷から半ば独立した政権が開かれま

した。この幕府による武家政権は、明

治維新までの約６８０年間に渡り存続

★ 映画「南京の真

熱いご支援をお待

しております。 

に、表記の可否をご一報

お名前を表記させ

いただきます。 

 を 1 枚進呈させていただきま

映画「南京の真実（仮

FAX 03-5464-1948 

So-TV

イ

たしまし

に新しく展開し

ひ、ご覧になってみてください！ 

★ Ｓｏ
ちらまで！★ 

１８：３０ ） 

することとなります。 

 

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

ち

 
◆ 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

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

て

 

◆ 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

す。 

題）」 

製作委員会 ★ 

TEL 03-5464-1937 

 

 

 スタート！ 

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！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

ていくＳｏ－ＴＶ！ 

ぜ

 

－ＴＶについての 
お問い合わせはこ

『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～

電話 ：03-6419-3900 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

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

入会を心よりお待ち申しあげま

。 

会員 ：期間・金額不問 

kura.jp/topix/306.

ります。 

皆様の温かいご支援、ご協力を賜りた

く、ご

す

 

協賛会員：会費 １万円/月 

一般会員：会費 ２千円/月 

準

 

会員募集！！ 

http://www.ch-saＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ 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 

問い合わせください。 

１８：３０ ） 

mail：info@ch-sakura.jp

お

 

日本文化チャンネル桜 友の会 事務局 

（ 月～土 １０：００～

ＴＥＬ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

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

 

【 今さら人に聞けな
 競馬の予想屋は、 

い疑問 】 
■

本当に大穴を的中させているか？ 

 

競馬場の入り口付近や場外馬券売り場

の近くには、必ず「予想屋」がいます。

http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
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_Q&A.pdf
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なかには自分が大穴を当てた証拠とし

て、万馬券を見せつける予想屋もいま

すが本当のところはどうなのでしょう

？ 

券が簡単に出来るということで

。 

習 】 
 おなじみの動物たち⑧ 

集めました。今日ご紹

するのは… 

の鳥

指す呼び名ではありません。 

 

 明日、７月１２日の誕生花 

 

葉 恩恵、母の愛、温和 

にそっくりなので、銭葵と書きます。 

草 

生化することもあります。  

らさを

れられなかったりします。 

 

 玉に瑕（たまにきず）（ことわざ） 

ずかな欠点があることをいいま

つの惜しい欠点をあらわします。 

をい

が、体が弱いのが玉に瑕だ。 

キズがあ

、という意味からです。 

■

          （ことわざ） 

人間にはなれない

いう喩えです。 

磨きから 玉琢かざ

ば器を成さず 

しく輝かないという意味から

す。 

 
ほど 】 

 石は磯と同源！？ 

では、イは発語、シは

 緊急サービス情報 】 

カティ警察署  899-9008 

16-2553 

ソン地区    923-0605 

er 

-5544 

e San Juan Dios 

1-9731 

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

か

 

実は馬券を偽造するのはたやすいそう

です。数字だけを切り抜いて差し替え

る初歩的なものから、磁気の部分だけ

を残して表面を差し替える巧妙なもの

まで、もちろん機械には通用しません

が人間の目ならいくらでもごまかせる

偽造馬

す

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学
■

 

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

介

 

啄木鳥（きつつき） 

寺啄（てらつき）という呼び方もあり

ます。啄木鳥とは、実はキツツキ目キ

ツツキ科の鳥の総称で、ある特定

を

 

【 明日の誕生花 】 
■

 

銭葵（ぜにあおい） 

Malva sylvestris var. mauritiana

 

花言

  

オクラのような実を開くと、種子が数

珠状にびっしりつまっています。この

様子が室町時代の「鳥目」という銭の

形

 

科名   アオイ科の２年

原産地  南ヨーロッパ 

栽培方法 実生で増やします。種まき

は４～５月。移植を嫌うので直接播種

します。性質強健で、日当たりと排水

のよい所であれば、土質を選ばずよく

育ちます。開花期は翌年の５～６月。

一度まくと、こぼれ種子でよく生えて

野

 

７月１２日生まれのあなたは・・・  

明るくて悩みなんて一つもないように

人には見られていますが内面はそう明

るいばかりではありません。とても傷

つきやすく、なかなか過去のつ

忘

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■

 
ほとんど完全であるが、たまたま一つ

だけわ

す。 
また、立派なもの、善美なものにある

一

 
用例：頭も切れるし、人の面倒見

い

 
参考：立派な宝石にちょっと

る

 
 

 玉磨かざれば光なし 
（たまみがかざればひかりなし） 

 
生まれつきいくら素質があっても、錬

磨しなければ立派な

と

 
類語：瑠璃の光も

れ

 
参考：立派な宝石も、元の石を磨かな

ければ美

で

 

【 知ってなる
■

 

７月１１日は、三重県桑名市にある春

日神社の石採り祭りで、むかし流鏑馬

の馬場をつくるために町屋川からお祭

り騒ぎをして石を運んだことに因みま

す。３０数台の山車が出て賑わいます。 

石は「古事記」に伊斯（いし）、「万葉

集」に伊思・伊志とあるほどの古語で

す。イ＝尊厳なもの（神として石が祀

られている）。シ＝水（海水を意味する。

海中の磯と同源。石も古くはイソとい

った）。「東雅」」

下の意です。 

 

ＭＬＢのオールスターでイチロー選手

がＭＶＰを取りました。３打数３安打

２打点、それも、オールスター史上初

のランニングホームランをやってのけ

ました。それと今シーズンでＦＡ取得

なのですが、マリナーズが５年１億ド

ルで契約延長とのニュースもありまし

た。この金額はメジャーで４位の額で、

名実ともにメジャーの顔となるでしょ

う。ただオールスターで残念なことが、

１つあります。岡島選手がオールスタ

ーに選ばれたのに、登板の機会がなか

ったのは残念でなりません。（Ｈ．Ｋ） 

【

 

★ 警察 

メトロマニラ   166 

マカティ     168 

マ

 

★ 消防 

マニラ地区  527-3653 

マカティ地区  818-5150,8

パサイ地区    844-2120 

ケ

 

★ 病院 

マカティ地区 

Makati Medical Cent

815-9911,892

パサイ地区 

Hospital D

83

 

★ 外務省海外安全ホームページ： 

編 集 部 よ り


