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＜夜版＞ 

◆ フェリー沈没事故  

－１００人以上が行方不明 

木曜日の午前中、ケソン州沖合で発生

した船の沈没事故で、少なくとも１３

人が死亡し、１００人以上が行方不明

となっているという。救助部隊が事故

現場に急行したという。国軍の南ルソ

ン島司令本部のスポークスマン、パラ

イノ中佐によると、沈没したＭ／Ｖ・

ブルー・ウォーター・プリンセス号の

乗客少なくとも１４８人が報道時点で

行方不明になっているという。この沈

没事故は木曜日の午前３時頃、サン・

フランシスコ町の沿岸から約４.７海

里離れたボンドック半島付近で発生し

た。救出された１０６人と９人の遺体

は現在、パグサンハン村に収容されて

いる。一方、サン・アンドレス村には、

救出された２人と４人の遺体が収容さ

れた。海軍の船舶と空軍のヘリコプタ

ーが現地に派遣され、被害者の捜索と

救助活動を支援しているという。 

 

◆ 故障フェリーの乗客４２人   

救出作業 

木曜日、救助隊は、北スリガオ州沖合

で水曜日に立ち往生したＭ／Ｖスーパ

ー・シャトル１０の乗客４２人を救出

する為に懸命の救助活動を続けている

という。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報

じた。 

 

◆ 海兵隊員処刑犯の逮捕を公約  

－アロヨ大統領 

木曜日、アロヨ大統領は、バシラン州

ティポ・ティポ町付近でモロ・イスラ

ム解放戦線、略してＭＩＬＦとフィリ

ピン海兵隊が火曜日に展開した交戦の

後、海兵隊員を斬首によって処刑した

「残虐行為」の犯人を追跡すると公約

した。 

 

◆ ゲリラに攻撃開始 －国軍 

フィリピン国軍部隊は木曜日、攻撃す

ることでイタリア人神父救出作戦に影

響が及ぼされる可能性を懸念する声が

あるにも拘らず、１４名の海兵隊員を

殺害したイスラム武装組織に対する攻

撃を開始した。 

 

◆ ミスアリ議長の警備を 

サウジ政府に約束 

大統領府は水曜日、モロ民族解放戦線、

ＭＮＬＦのミスアリ議長がサウジアラ

ビアのジェッダを訪問している期間中、

非武装の警備員を警護につけることを

サウジアラビア政府に保証した。 

 

 

 

◆ ラグナ州   

交通事故で副町長夫妻が死亡 

木曜日の午前８時頃、北カマリネス州

の副町長と妻が乗っていた三菱アドベ

ンチャーがラグナ州サン・パブロ市の

マハリカ・ハイウェイで対向車線から

来たトラックに衝突された。この事故

で副町長夫妻が死亡し、他１名重体だ

という。警察当局が発表した。 

 

◆ ズビリ候補 週末にも当選宣言？ 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣの関

係者が明らかにしたところによると、

一時差し止め命令、ＴＲＯが金曜日の

午後までに発行されなければ、土曜日

にチーム・ユニティのズビリ上院議員

候補が 終１２議席目の上院議員とし

て当選宣言されることになるという。 

 

◆ ねずみ講組織メンバー  

釈放される 

告発者によって告訴が取り下げられた

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６９５（↓）

      ＄＝Ｐ４５．８０ （↑）

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 

☆【最新情報】 
☆【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？ 
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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ことにより、ケソン市財務局は、ねず

み講投資詐欺組織、フランクスイスの

メンバー５人を釈放した。木曜日、ラ

ジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた。 

 

◆ ２００７年インフレ率  

３.３％以下？ －ＢＳＰ 

フィリピン中央銀行は、今年の年間イ

ンフレ率について、おそらく３.３％を

下回るだろうという見解だという。木

曜日、中央銀行のテタンコ総裁が発表

した。 

 

◆ ＬＰＧタンク事故  

－北部高速道で大渋滞 

木曜日、液化石油ガス、ＬＰＧのタン

クの運搬トラックが制御を失い、積載

していたＬＰＧタンクを北ルソン高速

道にばら撒いてしまうという事故が発

生した。この事故で、バレンズエラ市

の南行き車線が大渋滞となり、いくつ

かのタンクがガス漏れを始めたという

悪の事態となっているという。 

 

＜午後版＞ 

◆ ＭＩＬＦ 海兵隊員１４名を殺害 

誘拐されたイタリア人のボッシ神父を

捜索していた海兵隊は、バシラン州の

人里離れた村で、モロ・イスラム解放

戦線、ＭＩＬＦのゲリラと交戦し、隊

員１４名が死亡した。このうち４名は、

斬首によって処刑されたという。国軍

が水曜日に明らかにした。火曜日、ア

ブ・サヤフとＭＩＬＦの隠れ家として

知られているティポティポ町付近で展

開された８時間に及ぶ交戦で、隊員９

人が負傷し、６人が行方不明になって

いる。 

 

◆ 首都圏貧困層居住地の兵士 

配置は不要 －ビアゾン上院議員 

アキノ政権下において数回に渡る流血

クーデターの企てを阻止することに尽

力した元国軍参謀総長、ビアゾン上院

議員は水曜日、マニラ首都圏に国軍兵

士が再び配置されたことについて異議

を唱えた。同議員の指摘するところに

よると、兵士達は、首都圏内の「アス

ファルト･ジャングル」では無く、紛争

地域で、より必要とされているという。 

 

◆ ビリヤール上院議長   

大統領府記者にマグカップ？ 

水曜日、大統領府記者クラブのメンバ

ーは、コーヒー･カップ入りの包みを受

領して驚いたという。このコーヒー･

カップは、ビリヤール上院議長からの

贈り物だとされている。地元のテレビ

局が報じた。このコーヒー･カップには

「貴方と共に大統領府でコーヒーを 

―マニー・ビリヤール２０１０」と記

載されていることから、明らかにビリ

ヤール氏の政治的抱負に関係している。

同メッセージは、ビリヤール氏が２０

１０年に、大統領府でマスコミの中心

人物になることが示されている様に見

受けられている。問題のコーヒー・カ

ップは午後４時頃、宅配サービスのＬ

ＢＣによって大統領府に届けられた。

一方、ビリヤール陣営は、その様なコ

ーヒー・カップを送っていないと否定

した。 

 

◆ アロヨ大統領 １１人を恩赦処分 

水曜日、アロヨ大統領は、様々な刑事

事件で有罪判決を受けた１１人の服役

囚に対する大統領恩赦の処分を与えた。 

 

◆ ロサレス警視正   

ＭＰＤ本部長に任命 

水曜日、フィリピン国家警察は、ロベ

ルト・ロサレス警視正をマニラ警察管

轄本部の本部長として任命すると発表

した。新任のロサレス本部長は、アバ

ルソザ本部長の後任となる。 

 

 

 

◆ 洪水警戒レベル 引き上げ  

－ＭＭＤＡ 

水曜日、マニラ首都圏開発管理庁、Ｍ

ＭＤＡは、マニラ首都圏における洪水

になり易い地域で引き続き、洪水予防

対策の強化を行うと共に、洪水管理チ

ームのメンバーに警戒を促した。 

 

◆ ねずみ講容疑者 逮捕される 

水曜日、ケソン市警察当局は、ケソン

市内のホテルで、フランクスイスとい

うインターネット投資組織のメンバー

５人を逮捕した。ケソン市警察署のガ

トゥドゥラ署長によると、容疑者の手

口は、被害者に対して、１千ペソの投

資で１日４５ドルの利息が稼げると誘

いかけるものだという。 

 

◆ 衣料品工場の天井落下  

１０人負傷 

ラス・ピニャス市にある衣料品工場の

２階部分が崩落し、同工場の従業員１

０人が負傷するという事故が発生した。

水曜日、地元のテレビ局が報じた。市

の土木局の初期捜査によると、２階部

分の重量が規定値を上回った為、床が

崩落したという。 

 

◆ タギグ市の麻薬取り締り捜査 

  ３人逮捕 

タギグ市のティンガ市長の親戚だと自

称する３人の男は、水曜日に実施され

た同市内における麻薬取り締り捜査の

際に逮捕された。 

 

◆ 南レイテ州  

フェリーの乗客が立ち往生 

水曜日、スリガオ行きのフェリーは南

レイテ州リロアン港を出航した直後、

エンジンが故障したことで、乗客らが

海上で足止めされたという。ラジオ放

送局、ｄｚＲＨが水曜日の午後に報じ

たところによると、Ｍ／Ｖスーパー・

シャトル・フェリー１０は、スミロン

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 極真館 館長 盧山 初雄  支部長 桜井  清貴 
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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諸島付近で荒波に遭い立ち往生したと

いう。フィリピン沿岸警備隊は、航行

不能に陥った船舶を牽引する為にタ

グ・ボートを出動させた。アジアン・

マリン・トランスポート社が所有する

同フェリー船に何人の乗客がいたのか

直ぐに明確には判明していなかった。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 

☆ Manila Sound (Tugtugan Ngayon) 

雨季のうっといしさを吹き飛ばすＯＰ

Ｍヒット、マニラサウンド（Tugtugan 

Ngayon）のコンサートです。 

 

出演：Cyclemind, UpDharma Down, 

Mayonaise, Protein Shake, Verses 

 

日時：７月１３日（金）午後８時 

場所：Metro Concert Bar, 47 West Ave., 

 Quezon City 

連絡先：Metro Concert Bar 374-7505 

    Ticketnet 911-5555 

 

☆ Alimuom 

De La Salle University-Manila の公

式劇場組織である The Harlequin 

Theatre Guild (HTG) の年に一度のス

テージです。２本のコメディ作品とな

ります。 

 

日時：７月１３日（金） 

午後３時・午後６時３０分 

場所：William Shaw Little Theatre, De  

La Salle University - Manila,  

2401 Taft Ave., Manila 

チケット：P120 

連絡先：Janeth 524-4611 loc.702/737 

/ 0917-8158998  

mailto:harlequintheatreguild@gmail

.com

 

☆ Capul, Palingnga Kaw? 

人類学者 Francisco A. Datar が北サ

マ-ル州カプル町の歴史をカメラにお

さめました。民俗学的な写真展です。 

 

日時：７月１３日（金） 

～１０月２７日（土） 

場所：The Jorge B. Vargas Museum, 

University of the Philippines, 

College of Arts and Letters, 

Roxas Ave., Diliman, Quezon  

City 

連絡先：Linda 928-1927 

mailto:vargasmuseum@gmail.com

 

☆ Basic Casino  

(Cuban Salsa) Workshop 

サルサダンスのワークショップ、キュ

ーバンサルサを学びます。 

 

日時：７月１４日（土）２１日（土） 

２８日（土）午後８時 

場所：Asian Social Institute, 1518  

Leon Guinto St., Malate, Manila 

連絡先：Ares Andres 523-8265～66 / 

0920-3106897  

mailto:grupofilipinosalsa@yahoo.co

m

 

☆ Chanterelle Revival 

シェフ Hubertus が、フランスから空

輸した、黄色く酸っぱい匂いのする茸

シャンテレールの料理を提供します。

世界のグルメをうならせるヨーロッパ

の繊細な木の実の味をご堪能ください。 

 

期間：７月１４日（土）～３１日（火） 

場所：The Fireplace, 5th Level, Hyatt  

Hotel and Casino Manila, 1588  

Pedro Gil cor. M.H. Del Pilar,  

Malate, Manila 

連絡先：245-1234 

【 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。

 
● Wi-Fi Body: Independent  

Contemporary Dance Festival 2 

WDA-Philippines Contemporary Dance 

Map Project 主催による Wi_fi body 

festival です。 

 

期間：７月１３日（金）～１５日（日） 

場所：Cultural Center of the  

Philippines, CCP Complex,  

Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：CCP Marketing Department 

832-1125 loc.1801～1808 

 

● 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１３日（金）～３１日（火） 

場所：Galleria Duemila, 210 Loring  

St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9815  

mailto:duemila@mydestiny.net

 

● 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１３日（金） 

～９月２２日（土） 

午前８時～午後５時 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F  

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:harlequintheatreguild@gmail.com
mailto:harlequintheatreguild@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:grupofilipinosalsa@yahoo.com
mailto:grupofilipinosalsa@yahoo.com
mailto:duemila@mydestiny.net
mailto:clubnews@philjpn.com
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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。 

 

日時：７月１３日（金）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１３日（金） 

～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１３日（金）～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１３日（金）～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１３日（金）～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 

 

● 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。 

 

日時：７月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。 

 

日時：７月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 

 

● 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。 

 

日時：７月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 

 

● 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 

 

「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、ＢＳＴ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:pezseum@skyinet.net
mailto:arlene@greatlinksevents.com
mailto:alleniec@yahoo.com
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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【 明日は何の日？ 】 
■ 第三次日英同盟協約が調印される 

（１９１１） 

１９１１年（明治４４年）７月１３日、

第三次日英同盟協約が締結されました。

日 英 同 盟 （ The Anglo-Japanese 

Alliance）は、明治時代後期に結ばれ

た日本とイギリスとの間の軍事同盟で

す。第一次日英同盟は１９０２年（明

治３５年）１月３０日に調印され即時

に発効しました。その後、第ニ次（１

９０５年）、第三次（１９１１年）と継

続更新され、１９２３年８月１７日に

失効しました。第一次世界大戦終了時

までの間、日本の外交政策の基盤とな

りました。第三次日英同盟では、アメ

リカが交戦相手国の対象外に定められ

ました。ただしこの条文は自動参戦規

定との矛盾を抱えていたため実質的な

効力は期待できませんでしたが、これ

は日本、イギリス、ロシアの３国を強

く警戒するアメリカの希望によるもの

でした。また、日本は第三次日英同盟

に基づき、連合国の一員として第一次

世界大戦に参戦しました。 

 

★ 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

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

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 ） 

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 

 

-TV 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 

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-sa

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 ） 

E-mail：

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 

info@ch-sakura.jp

日英同盟記念絵葉書（逓信省発行） 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ 

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

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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【 映 画 情 報 】 

anila.com/oshirase/Ei

詳しい映画情報は下記へ 

http://winsm

gaInfo.htm 

  

グロリエッタシネマ 

TEL893-6779, 893-6894, 893-1563 

orietta Ayala Center Makati City 

1  Harry Pott

r of the Phoenix 

2  Harry Pott

r of the Phoenix  

3  Harry Pott

 Order of the Phoenix  

ie Hard 4.0 

1  Harry Pott

r of the Phoenix  

2  Harry Pott

r of the Phoenix  

3  Harry Pott

rder of the Phoenix  

6  Harry Pott

r of the Phoenix  

7  Harry Pott

the Order of the Phoenix 

  

TEL

0 to 82, 893-1563 

3 Ayala Center Makati City 

1  Harry Pott

r of the Phoenix  

2  Harry Pott

rder of the Phoenix  

4  Harry Pott

r of the Phoenix  

5  Harry Pott

the Order of the Phoenix 

40, 898-1437 

Makati City 

1  Harry Pott

r of the Phoenix 

2  Harry Pott

r of the Phoenix  

3  Harry Pott

r of the Phoenix  

4  Harry Pott

rder of the Phoenix  

5  Harry Pott

r of the Phoenix  

6  Harry Pott

the Order of the Phoenix 

SA  Mandaluyong 

ento ng Pag-asa  

3  Harry Pott

r of the Phoenix  

4  Harry Pott

r of the Phoenix  

5  Harry Pott

rder of the Phoenix  

8  Harry Pott

r of the Phoenix  

9  Harry Pott

 of the Phoenix  

10  Harry Po

rder of the Phoenix  

.0  

  Tiyanaks 

 今さら人に聞けない疑問 】 

■ なぜガード下に

焼き鳥屋が多いか？ 

でいう焼き鳥とは違う料理でした。 

の憩いの場所となったわけです。 

 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 おなじみの動物たち⑨ 

集めました。今日ご紹

するのは… 

して扱われている品種もあ

ます。 

 

【 明日の誕生花 】 

 明日、７月１３日の誕生花 

葉 可憐 

るとほのかな甘みが広がります。 

年草 

実は６～８月に赤く

Address: 

Gl

 

シネマ１ 

er and  

the Orde

er and  

the Orde

er and  

the

4  D

 

シネマ４  

er and  

the Orde

er and  

the Orde

er and  

the O

4  Die Hard 4.0  

5  Transformers  

er and  

the Orde

er and  

 

 

グリーンベルトシネマ

 750-4180 to 81 

752-788

Address:  

Greenbelt 

シネマ３ 

er and  

the Orde

er and  

the O

3  Die Hard 4.0  

er and  

the Orde

er and  

 

 

パワープラントシネマ 

TEL:l898-14

Address:  

Power Plant Mall Rockwell Drive 

Cor. Estrella St., 

er and  

the Orde

er and  

the Orde

er and  

the Orde

er and  

the O

5  Die Hard 4.0  

er and  

the Orde

er and  

 

 

メガモールシネマ 

TEL633-1901, 632-9408 

Address: SM MegaMall 

ED

 

1  Transformers  

2  Paraiso: Tatlong Kw

er and  

the Orde

er and  

the Orde

er and  

the O

6  Die Hard 4.0  

7  Transformers  

er and  

the Orde

er and  

the Order

tter and  

the O

11  Die Hard 4

12

 

 

【

 
は 

 

そもそも焼き鳥は、戦後の焼け跡・ヤ

ミ市生まれの食べ物です。戦前から鳥

を焼いて食べる料理はありましたが、

今

 

ヤミ市の屋台から出発した、いわばち

ょっといかがわしい雰囲気の料理です

が、やがて鉄道が高架になるとそのガ

ード下に場所を移し、サラリーマンた

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

介

 

蝸牛（かたつむり） 

この他にも「でんでんむし」、「まいま

い」、「ででむし」などの呼び方があり

ます。フランスなどヨーロッパの国々

では食用と

り

 

 
■

 

蛇苺（へびいちご） 

Duchesnea chrysantha 

花言

  

赤い実が、いちごのように見えます。

ヘビがつくので毒を連想しますが、昔

の子どもはよく食べていました。口に

す

 

科名   バラ科の多

原産地  エジプト 

栽培方法 葡匐枝で増やします。日本

各地の野原や道端に自生する野草で、

「シロバナノヘビイチゴ」は食用にな

りますが、黄花の「ヘビイチゴ」は無

毒ですが食用にはなりません。開花期

は４～６月で、果

色づきます。  

http://winsmanila.com/oshirase/EigaInfo.htm
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７月１３日生まれのあなたは・・・  

年齢より若く見える容貌、そしてそう

とう気の強い性格です。もめごとが起

こっても結局 後はあなたが勝つはず

です。どんな相手とも堂々と渡り合え

度胸を持っています。 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

■ 

甚し 

（たみのく

ふせぐよりも

（故事成語） 

を招くもので

騒ぎではなくなるということです。 

心城を成す 衆口金を鑠（と）

す  

川壅而潰、傷人必多、民亦

したが、

き入れられませんでした。 

■  

（たみはこ

これをしらし

（故事成語） 

難しいものであ

ということです。 

子曰、民可使由

必要はな

のであるともいえます。 

 

【 知ってなるほど 】 

■ 大工とは２０人

長のことをいう！？ 

はめでたく落慶の

を迎えました。 

本では大工の頭の

とをいいます。 

を大工といったことに始

まります。 

 緊急サービス情報 】 

察署  899-9008 

16-2553 

ソン地区    923-0605 

 General Hospital 

al Center 

tor’s Hospital 

er 

-5544 

e San Juan Dios 

. Luke’s Medical Center 723-0301 

 Pasay  

0, 

７８５ 

.ph.emb-japan.go.jp/inde

る

 

 
民の口を防ぐは水を 

        防ぐよりも

ちをふせぐはみずを 

はなはだし） 

 

人民の言論を権力によって抑え付ける

ことは、河川の氾濫はんらんを防ぐよ

りも難しく恐ろしい結果

あるということです。 

言論を弾圧して人民の怒りが爆発した

ら、世情騒然として穏やかでなくなり

堤防が崩れて水が溢あふれ出るどころ

の

 

類語：衆

か

 

出典：「国語－周語・上」「防民之口、

甚於防川、

如之」  

周の厲王（れいおう）は民が王の悪口

を言うので、死刑を以ってこれをやめ

させました。すると悪口を言う者がい

なくなったので、得意になって邵公（し

ょうこう）に自慢しました。邵公は民

の口を塞ふさぐことをいさめま

聞

 

 

民は之に由らしむべし、

之を知らしむべからず 

れによらしむべし、 

むべからず） 

 

人民は指導して政道に従わせることは

できますが、一人一人にその道理を説

いて理解させることは

る

 

出典：「論語－泰伯」「

之、不可使知之」  

参考：為政者の身勝手な解釈で、人民

というのは命令によって従わせれば良

いので原理や方針を説明する

い

 

 
の工人の 

 

宝永４年（１７０７年）７月１２日、

信州善光寺の大伽藍

日

 

大工の棟梁とは江戸の大工、甲良宗賀

（こうらむねよし）をいい、江戸城本

丸、上野の寛永寺、芝の増上寺を手が

けて、当代随一の名工といわれました。

棟梁とは家屋の重要な部分である棟と

梁のことですが、日

こ

 

その大工は大宝律令が制定（令制）さ

れたころ工部が設けられ、そこの２０

人の工人の長

 

中国で段ボールを挽肉と混ぜて具にし

た「偽装肉まん」が販売されていると

いうニュースがありました。日本で起

きた挽肉偽装事件を上回る悪質な事件

ですね。肉まんは使用済みの段ボール

を劇物のカセイソーダに浸し、黒くし

てから粉々にして、挽肉と煮込むそう

です。この具は外見上、見分けがつか

ないということです。以前にも中国製

の歯磨き粉に有毒物質が使用されてい

るといったニュースがありましたね。

皆さん、中国製にはくれぐれも気をつ

けてください。食べ物に関してはとっ

ても危険かもしれません。（Ｈ．Ｋ） 

【

 

★ 警察 

メトロマニラ   166 

マカティ     168 

マカティ警

★ 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 

マニラ地区 

Philippine

521-8450 

Manila Medic

  523-8131 

Manila Doc

524-3011 

マカティ地区 

Makati Medical Cent

815-9911,892

パサイ地区 

Hospital D

831-9731 

ケソン地区 

Quezon City Medical Center 913-7397 

De Los Santos Medical Center723-0041 

St

 

★ 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,
編 集 部 よ り City, Metro Manila, 130

TEL：５５１－５７１０ 

FAX：５５１－５

ホームページ 

http://www

x_J.html 

na 

lippines 

話：（032）255-0287 

Ave., Davao 

 

話：（082）221-3100 

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

  

★ 在セブ出張駐在官事務所 

 12 Floor, Metrobank Plaza,Osme

Blvd., Cebu City, Phil

電

 

★ 在ダバオ出張駐在官事務所 

 Suite B305 3rd Floor, Plaza de Luisa 

Complex, 140R. Magsaysay 

City 8000, Philippines

電

 

★ 外務省海外安全ホームページ： 

ht  

 

810-7909,815-3559 

 

★ マニラ日本人会 

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/

