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＜夜版＞ 

◆ 米政府が申請費用引き上げ  

在住比人が書類作業に追われる 

アメリカ政府が、移民料を一律引き上

げるまで数日となり、アメリカ在住の

移民者達は、 終期限に間に合わせる

ために書類作成の業務に追われている

という。７月３０日付けで、個人によ

るアメリカでの永住許可申請料は、３

９５ドルから１,０１０ドルに大幅に

引き上げられるという。 

 

◆ 大統領府対ＭＩＬＦ 

「身柄引き渡しで真摯な姿勢を示せ」 

水曜日、大統領府は、モロ・イスラム

解放戦線、ＭＩＬＦに対して、２週間

前にバシラン州で海兵隊員１４人を待

ち伏せ攻撃により殺害したメンバーの

身柄を引き渡すことで、政府とともに

平和を創り出す事において真剣である

ことを示す様に求めた。 

 

◆ 前大統領の会話の写しが 

ネットに流出？ 

２００４年の選挙において、野党を分

裂させることでアロヨ大統領の当選チ

ャンスを高めようとする取引について

の、エストラ－ダ前大統領と身元不明

の政府高官との間の会話の筆記録がイ

ンターネット上で出回っているという。 

 

◆ マカティ市  

オートバイへの監視強化 

８月１日より、オートバイ利用者がマ

カティ市を通行する際、ヘルメットに

通行ステッカーを貼るだけでなく、他

の必要条件にも対処しなければならな

いという。ラジオ放送局、ｄｚＢＢが

木曜日に報じたところによると、マカ

ティ市警察本部が主要通りに検問所を

設けて、オートバイに乗る人に登録を

義務づけるという。 

 

◆ 植物で児童２０人が食中毒 

ボホール州トゥビゴンで、小学校の児

童２０人が、地元で知られているトゥ

バ・トゥバという植物を食べた後に体

調を崩して病院に急送された。木曜日

にラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた。

児童らのほとんどは小学１、２年生で、

バタサン小学校の外にあったトゥバ・

トゥバを食べて食中毒になったという。

患者のうち１９人は水曜日の午後、ト

ゥビガン・コミュニティー病院に収容

され、残る１人は州立病院に運ばれた

という。 

 

◆ ＡＳＥＡＮ会議に 

６,５３３人の警備体制 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、７月

２９日から８月２日までマニラで行わ

れる第４０回ＡＳＥＡＮ閣僚会議と２

つの関連会議の出席者を警備するため、

６,５３３人の警備部隊を配備させる

という。 

 

◆ ＡＳＥＡＮに特定の脅威なし 

水曜日、フィリピン当局は、フィリピ

ン国際会議場で行われる、第４０回Ａ

ＳＥＡＮ閣僚会議と関連会議に対して、

バシラン州での進行中の国軍作戦から

生じる特定の安全保障上の脅威はない

と保証した。 

 

◆ メンバーに「抑制」を命じる 

 － ＭＩＬＦ 

水曜日の夜、マレーシアの仲介による

３時間の会合の後、モロ・イスラム解

放戦線、ＭＩＬＦはミンダナオにいる

兵士達に対して、バシラン州で国軍と

の衝突が差し迫る中、「 大限の抑制」

を行使する様命じた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６６３（↓）

      ＄＝Ｐ４４．９０ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７６０（↓）

      ＄＝Ｐ４５．２０ （↓）

※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。 

☆【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】 

フィリピン・ニュース 

国内旅行・海外旅行 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

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 

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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◆ 控訴裁判所ビルで火災 

マニラ市エルミタのマリアオロサ通り

にある控訴裁判所の本部ビルで、木曜

日に火災が発生した。ラジオ放送局、

ｄｚＭＭが報じたところによると、同

火災は４階にあるスンディアム陪席判

事の部屋が火元だという。 

 

◆ ＤＥＮＲ地方局幹部殺害事件の 

解決を求める 

木曜日、国家捜査局、ＮＢＩの業務担

当エスメラルダ副局長は、ＮＢＩのカ

ラガ地域局職員に対して「一日も早く、

環境天然資源省のビスリグ市森林保護

局バルタザール局長を殺害した犯人を

追跡、逮捕すること」を命じた。 

 

◆ 判事撃たれる 

水曜夜、西ネグロス州で判事が何者か

に銃撃されるという事件が発生した。

同事件の犯行動機は、この判事が先般

下した判決の逆恨みによるものとみら

れている。木曜日に警察が明らかにし

た。バヤワン市警察によるその後の捜

査で、容疑者２人が逮捕されたという。 

 

＜午後版＞ 

◆ 水不足と送電障害 

当局は水曜日、マニラ首都圏、並びに

近郊の住民に対して、過去２ヶ月間に

おける降雨量が平均値を下回ったこと

から停電や断水に備える様にと呼びか

けた。水力発電所による電力が減少し

たことで、ルソン島地域における停電

が既に始まっている。水曜日、マニラ

首都圏と近郊各州の一部の地域にある

一般家庭や商業施設では２時間の停電

が発生した。この停電は、配電企業

大手のマニラ電力、通称メラルコが節

電に踏み切ったことによるものだとい

う。アロヨ大統領は、国民に節水を呼

びかけ、政府機関に対して 悪の事態

に備える様にと命じた。 

 

◆ ＳＬＥＸ 車両８台の衝突事故 

水曜日の午前中、南ルソン高速道路で

いすゞのワゴン車のブレーキが故障し、

走行中の車両７台に衝突したことで５

人が負傷した。ワゴン車を運転してい

たジョセフ・ニエラは、タギグ市ビク

タンの交通管理局職員によって逮捕さ

れた。ニエラ容疑者によると、乗って

いた車のブレーキが効かなくなったと

いう。この多重衝突事故は、モンティ

ンルパ市とパラニャケ市の市境付近で

午前９時１０分頃に発生した。 

 

◆ ミンダナオの交戦状態  

支援国が懸念 

カナダや日本、世界銀行は、フィリピ

ンの南部において、和平交渉の妨げと

なる国軍とムスリム・ゲリラとの交戦

が勃発する可能性に警戒心を高めてい

ると発表した。両国によると、状況が

悪化した場合、支援活動の為に派遣し

た職員を撤退させる可能性があるとい

う。両国と世界銀行は個別の書簡で、

政府とモロ・イスラム解放戦線、ＭＩ

ＬＦに対して、マレーシアが仲介する

交渉を忍耐強く継続し、先般のゲリラ

によって海兵隊員１４名が殺害された

事件を発端とする衝突を平和的に解決

する様にと呼びかけた。 

 

◆ 法務省 海兵隊殺害事件 

調査チームの編成を命じる 

今月１０日にバシラン州ティポティポ

で海兵隊員１４名を殺害したとされる

モロ・イスラム解放戦線、ＭＩＬＦ離

脱派の幹部２人とおよそ５００人のメ

ンバーに刑事責任があるかを見極める

為に、法務省は、検察団の編成を命じ

た。 

 

◆ マニラ市議会   

アティエンザ前市長の 

     環境相就任を承認 

マニラ市議会は水曜日、マニラ市のア

ティエンザ前市長が環境問題の強力な

支援者であることを示してきたとして、

環境天然資源省の新長官任命について

満場一致で承認した。しかしながら、

環境団体は木曜日からアティエンザ氏

の任命に反対する一連の抗議行動を展

開すると予告している。 

 

◆ アロヨ大統領 「連休法」に署名 

水曜日、アロヨ大統領は、殆どの祝日

と伝統的にノンワーキング・デーとさ

れてきた休日を同日から も近い月曜

日に移動する法律に署名した。これに

より来年は、フィリピンの労働者のメ

ーデーを５月５日に、独立記念日を６

月１６日に祝うことになる。 

 

◆ 月曜への移動が決まった祝日 

４月９日の勇者の日、５月１日のメー

デー、６月１２日の独立記念日、８月

２１日のニノイ・アキノ・デー、８月

終日曜日の国家英雄の日、１１月３

０日のボニファシオ・デー、１２月３

０日のリサール・デーは共和国法第９

４９２号に基づき各休日から も近い

月曜日へと移動する事になった。 

 

◆ メラルコ ２百万ペソの 

賠償金支払を命じられる 

控訴裁判所は、マニラ電力社、通称メ

ラルコに対して、１９９９年に感電死

した２人の兄弟の遺族への２００万ペ

ソ以上の賠償金支払いを命じる判決を

下した。 

 

◆ シンソン元知事の息子  

喧嘩で負傷 

火曜日の午後、南イロコス州のシンソ

ン元州知事の息子がパシグ市メラルコ

通りにあるインターネット・カフェで

身元不明の男２人に殴られて負傷する

という事件が発生した。ロドルフォ・

シンソンさん４３歳は、顔や身体に打

撲傷や外傷を負ったという。 

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 

 

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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◆ マギンダナオ州選挙不正疑惑  

証人の用意 －選管 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣによ

ると、マギンダナオ州における選挙不

正疑惑の証人の証言準備が整っている

という。フェレール選管委員が火曜日

に明らかにしたところによると、マギ

ンダナオ特別調査隊によって行われた

調査では、来月８月７日に予定されて

いるマギンダナオの選挙監視責任者、

リンタン・ベドル氏の判決が差し止め

られることはないという。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 
☆ Dinner Show “Love Birds” 

歌唱力を誇るフィリピンの４大エンタ

ーテイナーが愛の歌をテーマにディナ

ショーを開催します。 

hristian Bautista, Rachel Ann Go  

場所：  Park, 

絡先：527-0011 / 722-1838 

らゲストアーティストを

えます。 

日） 

場所

 

et Philippines 551-0221 

4 

 TicketWorld 891-9999 

ly 

英語の字幕つき、入場は無

です。 

 

マ   

 

の過去を知っ

場所

ay City 

連

ariat, Lina 

 Lorenzo 815-1310 

されます。 

場所：

rgas Ave., 

ilto:ptrade@philonline.com

ー

 

出演：Ruffa Mae Quinto, Eric Santos, 

 C

 

日時：８月４日（土）午後７時３０分 

Manila Hotel, One Rizal

 Roxas Blvd., Manila 

連

 

☆ Ballet Philippines 

Ballet Philippines による公演です。

Suzanne Farrell Ballet と Ballet 

New York か

迎

 

演目：Rizal Revisited, Double Takes 

 

期間：８月７日（火）～１２日（

：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex,

 Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：Ball

/ 551-1003 

  CCP box office 832-370

 

 

☆ Italian movies, month

Italian Embassy と 

 Philippine-Italian Association 共

催による、月に一度のイタリア映画上

映会です。

料

 

日時：８月１４日（火）

題名：Mama Roma 

原題：MAMMA ROMA 

邦題：マンマ・ロー

製作：１９６２年 

監督：Pier Paolo pasolini 

出演：Anna Magnani, Ettore Garofolo,

Franco Citti, Silvana Corsini 他 

解説：戦後の経済成長にわくローマ、

娼婦から足を洗い田舎の息子をひきと

って愛をそそぐも、母親

た息子は死に至る。。。 

：Cultural Center of the 

 Philippines Dream Theater, CCP 

Complex, Roxas Blvd., Pas

絡先：Philippine-Italian 

 Association secret

 

☆ 11th RP Academic Book Fair Set 

第１１回目を迎える年に一度の 

Philippine Academic Book Fair です。

学校、図書館、教師をはじめ、教育書

を必要とする団体、個人に 適な国内、

海外からの書物がお求め安い値段で提

供

 

期間：７月２７日（金）～２９日（日） 

SM MegaMall Megatrade Hall, 

Edsa cor. Julia Va

Mandaluyong City 

連絡先：896-0682 / 896-0661  

ma

 

h Manila  ☆ The 28t

フィ

ピン 大の本の博覧会です。 

９月２日（日）

場所  

Gil Puyat Ave., 

imetradeasia.com

International Book Fair 

第 ２ ８ 回 目 を 迎 え る  Manila 

International Book Fair です。

リ

 

期間：８月２９日（水）～

午前１０時～午後８時 

：World Trade Center, WTCMM Bldg.,

 Financial Center Area, Roxas 

 Blvd., cor. 

 Pasay City 

連絡先：896-0661 / 896-0682 

mailto:bookfair@pr

【 明日です 】 

ーティスト

ちのコンサートです。 

出 l, 

rey Hidalgo, 

 Arnee Hidalgo 

場

 

1～22 

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。

 
● Moment of Greatness, The Concert 

フィリピンで人気を誇るア

た

 

演：Mau Marcelo, Gian Magdanga

 Jan Nieto, Jeff

 

日時：７月２７日（金）午後７時 

所：Aliw Theater, Star City, CCP 

 Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：VIP 中央前（指定席） P1575  

     VIP 中央後（指定席） P1260  

     VIP 両脇前（指定席） P1050  

     VIP 両脇後（指定席） P 840  

    パトロン中央（指定席）P 525  

    パトロン両脇（指定席）P 315 

連絡先：Aliw Theater 832-612

    TicketNet 911-5555 

無料です。 

“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:clubnews@philjpn.com
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● P

ピ

の巨匠たちの作品展示会です。 

,  

 

rnando Zobel (1924-1984)  

期間：７月２７

場所

k, 

ati City 

絡先：757-7117～21 

、絵と彫刻の５０点が展示されます。 

l

Acala, Guevarra 

oup of Artists" 

） 

場所

 Juan 

絡先：723-9253 / 723-9418 

● JAP

  

作家の作品７１点を

介します。  

場所

rk, Ayala 

5～58  

org.ph 

iaz@jfmo.org.ph

ioneers of Philippine Art: 

 Transnationalism in the Late 

       19th-20th Century 

１９世紀～２０世紀の偉大なフィリ

ン

 

アーティスト：Juan Luna (1857-1899)

Fernando Amorsolo (1892-1972), 

Fe

 

日（金） 

～来年１月６日（日） 

：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St.,Greenbelt Par

 Ayala Center, Mak

連

 

● La Musique MMVII 2007 

芸術年２００７年を飾るイベントの一

環です。国内の有名アーティストの作

品

 

アーティスト： 

Arturo Luz, Juvenal Sans, Federico 

Aguilar A cuaz, Ramon Orlina, Mario 

Parial, Lydia Velasco, Marcel 

Antonio, Carlo Magno and Eufemio 

Rasco IV., Jerry Morada, Bernard 

Vista, Manny Garibay, Dominic Rubio, 

Vincent de Pio, Aileen Lanuza, Edwin 

Tres Reyes, Jovan Benito, Michael 

Cacnio, Bayani Ray 

Gr

 

日時：７月２７日（金）２８日（土

：Galerie Joaquin, 371 P. 

 Guevarra St. cor. Montessori 

 Lane, Addition Hills, San

連

 

ANESE POTTERY:  

The Rising Generation from 

 Traditional Japanese Kilns 

現代日本の陶磁器展（海外巡回展）で

す。日本は伝統的に多くの陶芸作品を

生み出してきました。今回は、特色の

ある窯をもつ有田、唐津、萩、備前、

京都、久谷、瀬戸・美濃、益子で、窯

の伝統を引き継ぎつつ、優れた作品を

制作している若手

紹

 

期間：７月２７日（金）～８月５日（日） 

：Ground Floor Gallery, Ayala 

 Museum, Makati Ave., cor. De La 

 Rosa St., Greenbelt Pa

 Center, Makati City 

連絡先：Bambi Diaz 811-615

mailto:bdiaz@jfmo.

bd

 

● Figuring 

２人のアーティスト Jonathan Olazo, 

RM de Leon による、合同作品展示会で

。入場は無料です。 

～３１日（火）

場所： 210 Loring 

ilto:duemila@mydestiny.net

す

 

期間：７月２７日（金）

午前１０時～午後６時 

Galleria Duemila, 

 St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9815  

ma

 

a del Color: Amorsolo  ● El Poet

迎

た（1959）までの作品群です。 

月２７日（金）～１０月７日

 Roxas 

27 / 981-8500 loc.4024  

ilto:vargasmuseum@gmail.com 

めました。民俗学的な写真展です。 

期間：７月２７

場所

tters, 

iliman, 

ilto:vargasmuseum@gmail.com

in the Vargas Collection 

フィリピン初のナショナル・アーティ

スト Fernando Cueto Amorsolo (1892 - 

1972) の作品展です。１９８７年に 

The Jorge B. Vargas Museum が開館以

来収集されている５７点です。新進ア

ーティスト時代（1919）～ピークを

え

 

期間：７

（日） 

場所：The Jorge B. Vargas Museum, 

University of the Philippines, 

College of Arts and Letters,

Ave., Diliman, Quezon City 

連絡先：928-19

0919-8151996 

ma

 

● 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

 

日（金） 

～１０月２７日（土） 

：The Jorge B. Vargas Museum, 

 University of the Philippines, 

 College of Arts and Le

 Roxas Ave., D

 Quezon City 

連絡先：Linda 928-1927 

ma

 

● 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

ーマは War Zone です。 

場所：  210 Loring  

ilto: vargasmuseum@gmail.com

示会です。 

テ

 

期間：７月２７日（金）～３１日（火） 

Galleria Duemila,

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。 

Graphic, Fotonews等、 

有

 

期間：７月２７日（金）～９月２２日

hange Road., 

-2417 

ilto:pezseum@skyinet.net

（土）午前８時～午後５時 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F 

Benpres Bldg., Exc

Ortigas, Pasig City 

連絡先：Fanny San Pedro 631

ma

 

● 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２７日

場所：

e Road., 

 

 

絡先：Fanny San Pedro 631-2417 

● Damian Do

ものが市

に初めて公開されます。 

期間：７月２７

場所

, Greenbelt Park, 

絡先：757-7117～21 

作

 

（金） 

～９月２２日（土） 

Lopez Memorial Museum, G/F  

Benpres Bldg., Exchang

 Ortigas, Pasig City

時間：午前８時～午後５時

入場料：P100 P80 P60 

連

 

mingo: The First  

Great Filipino Painter 

フィリピンで 初の偉大な肖像画家と

いわれる「Damian Domingo」の代表作

の展示会です。アヤラミュージアムで

５年の歳月をかけて蒐集した

民

 

日（金） 

～１２月３０日（日） 

：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St.

 Makati City 

連

 

● Chanterelle Revival 

シェフ Hubertus が、フランスから空
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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。 

場所

.H. Del Pilar, 

a 

絡先：245-1234 

s がベス

リブ料理を提供します。 

場 t 

ar, 

絡先：245-1234 

● Dinner Feast an

待し、ギフトをご用意しております。 

期間： 日（火）

場所

 M.H. Del Pilar, Malate, 

絡先：245-1234 

0++ でお召

上がりいただけます。 

日時：

 

場所： n 

ati Ave., 

絡先：750-8888 loc.2433 

スナックの

ニューの講習会です。 

llings, St. Patrick's Corned Beef 

日時：７月２７

場所  St. 

n 

絡先：725-5089 / 726-9326 

通り沿いの出勤前

立ち寄れます。 

日（金）～８月３日（金）

絡先：Mildreth Kho 0927-6046876 

の小さな町が

台の恋愛物語です。 

前１０時 

   ７月２８日（土

０分 

場所

 

0 

絡先：832-3667 

● Passion of the

he Christ/ 

syon ni Kristo"です。 

   ７月 ） 

   ８月 ） 

   ８月 ）

場  

8 0 .

nager 0919-2160440 / 0919-6758311  

ク妙技が融合されたス

ージです。 

agcor Airport Casino, 

   TicketWorld 891-9999 

 

【 明日は何の日？ 】 

■ 朝鮮戦争休戦協定が調

断が確定

★ 映画「南京の真

製作支援のお願い 

 

期間：７月２７日（金）～３１日（火） 

：The Fireplace, 5th Level, Hyatt 

 Hotel and Casino Manila, 1588 

 Pedro Gil cor. M

 Malate, Manil

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２７日（金）～３１日（火） 

所：Market Cafe, 3rd Level, Hyat

 Hotel and Casino Manila,1588 

 Pedro Gil cor. M.H. Del Pil

 Malate, Manila 

連

 

d 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

 

７月２７日（金）～３１

午後６時～午後１０時 

：Li Li, 5th Level, Hyatt Hotel 

 and Casino Manila, 1588 Pedro 

 Gil cor.

 Manila 

連

 

● Nights of Wines and Fine Dining 

７コースのフレンチ・ディナーにワイ

ンがついたお食事が P2,98

し

 

７月２７日（金） 

午後６時３０分～１０時３０分

The Tivoli Grill, Mandari

 Oriental, Mak

 Makati City 

連

 

● Breakfast and Snacks for Kids 

ダバオから招いたシェフ Paul Tee に

よる、子供のための朝食と

メ

 

メニュー：Chicken Cream Sandwich, 

Egg Omelet with Rice Fillings, 

Hotdog and Cheese Fritters, Corned 

Beef Casserole, Spaghetti Pasta with 

Spam and Bacon Bits, Monte Cristo 

Sandwich with Egg, Cheese and Ham 

Fi

 

日（金） 

午前１０時～午後３時 

：Cafe Ysabel, 455 P. Guevarra

 cor. C.M. Recto, San Jua

連

 

● 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

に

 

日時：７月２７

午前８時 

場所：6797 Ayala Ave., Makati City 

連

 

● Ligaw Liham 

１９７０年代のネグロス

舞

 

日時：７月２７日（金）午

） 

午後３時３

：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex,

 Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：P100 P5

連

 

 Christ/  

Pasyon ni Kristo 

フィリピン大学の公式シアターグルー

プ Dulaang UP による３２回目を迎え

るシーズンは"Passion of t

Pa

 

日時：７月２７日（金）午後７時 

２８日（土）２９日（日

午前１０時・午後３時 

０８日（水）０９日（木

１０日（金）午後７時 

１１日（土）１２日（日

午前１０時・午後３時 

所：Wilfrido Ma. Guerrero Theater,

 Palma Hall, University of The 

 Philippines Diliman, Quezon City 

連 絡 先 ： Dulaang UP 433-7840 / 

981- 50  loc 2449 (UP trunkline)  

     BJ Borja, Production 

Ma

 

● Song & dance from China, Russia 

フィリピン人歌手と中国とロシアから

のアクロバティ

テ

 

日時：７月２７日（金）２８日（土） 

場 所 ： P

Para?aque 

チケット：P3000～P1200 

連絡先：852-7758 / 852-7754 

 

 

印される 

（１９５３） 

１９５３年（昭和２８年）７月２７日、

朝鮮戦争の休戦協定が北緯３８度線付

近のパンムンジョム（板門店）で調印

されました。朝鮮戦争（１９５０年６

月２５日～１９５３年７月２７日停戦、

事実上終結）は、成立したばかりの大

韓民国（韓国）と朝鮮民主主義人民共

和国（北朝鮮）の間で朝鮮半島の主権

を巡って勃発した紛争から発展した国

際戦争です。韓国側にはアメリカ合衆

国軍を中心に、オーストラリアやイギ

リス、ベルギー軍などの国連加盟国で

構成された国連軍（正式には国連派遣

軍）が、北朝鮮側には中国人民義勇軍

（または志願軍。実質的には中国軍）

が加わり、一進一退の攻防が繰り返さ

れました。１９５０年６月２７日の国

連安全保障理事会の決議では、北朝鮮

による韓国への侵略戦争と定義してい

ます。朝鮮全土が戦場となり荒廃し、

朝鮮半島は南北二国による分

されることになりました。 

実（仮題）」 

 

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。 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ
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全国草莽の皆さまの熱いご支援をお待

しております。 

◆ 

表記の

お名前を表記させ

 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！ 

★ Ｓ
ちらまで！★ 

１８：３０ ） 

ilto:support@so-tv.jp

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、お振り込み後に、

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

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

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

 

 

ｏ－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 

ma

 

★「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 ） 

mail：info@ch-sakura.jp

お

 

日本文化チャンネル桜 友の会 事務局 詳細は、こちらから 
http://www.nankinnoshinjitsu.com （ 月～土 １０：００～

ＴＥＬ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

E-

 

 

【 今さら人に聞けない疑
理容室と美容院では 

問 】 
■ なぜ

ー」が慣例化してい

のでしょか？ 

ョンがはげ落ちてし

うからです。 

習 】 

ていきます。今日ご紹介するの

… 

「日光松」などと呼ばれていま

。 

 

 明日、７月２７日の誕生花 

シャンプーする向きが違う？ 

理容室では、お客を「前かがみ」にし

てシャンプーしますが、美容院ではお

客を「仰向け」にしてシャンプーしま

す。洗いやすさという点では「前かが

み」だといいますが、なぜ美容院では

「仰向けシャンプ

る

 

それは、女性の化粧が落ちないように

するためです。前かがみになって髪を

洗うと、髪の生え際を洗う際にどうし

てもシャンプー液が額にかかってしま

います。そうなると女性がせっかく美

しくメイクアップしていても生え際だ

けファウンデーシ

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

ま

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学
■ 香り漂う漢字の数々⑥ 

普段は何気なく見ている草木や野に咲

く小さな花、人目を引く豪華で派手な

花など、いろいろな植物や花の名前を

紹介し

は

 

落葉松（からまつ） 

マツ科の落葉高木です。海外では見ら

れない日本特産の松で、「唐松」とも表

します。また「落葉松」以外にも、「富

士松」、

す

 

【 明日の誕生花 】 
■

 

フィソステギア 

Physostegia virginiana 

花言葉 十分に望みを達した 

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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英名はフォルス・ドラゴンヘッド。花

の形を竜の頭にたとえています。日本

は、虎の尻尾に見立てて和名を角虎

。 

丈１メ

トルぐらいで水揚げもよく、切り花

リストなど

ァション関係の仕事につくとあなた

才能を発揮できます。 

 

■ 断

行すれば、鬼神も路を

けなにものもそれを妨げ得ないとい

語：成敗は決断にあり 石に立つ矢

）が第二子の胡亥（こがい）に即位

言葉です。 

 

■ 男

い

のであって絶対に破られることがあ

語：武士の誓詞は金鉄の如し 金諾 

 

、堅固でしっかりして

る喩え、また頑（かたく）なで非情

な喩え

ンダと読むところもありますが、神

いいますが、広い面積を

す単位、一代（ひとしろ）から出た

ものです。 

ービス情報 】 

 168 

8 

16-2553 

サイ地区    844-2120 

    923-0605 

 

ital 

 

s Hospital 

al Center 

 

San Juan Dios 

 Los Santos Medical Center723-0041 

） 

ard, Pasay  

0, 

７１０ 

ジ 

tp://www.ph.emb-japan.go.jp/inde

丈１メ

トルぐらいで水揚げもよく、切り花

リストなど

ァション関係の仕事につくとあなた

才能を発揮できます。 

 

■ 断

行すれば、鬼神も路を

けなにものもそれを妨げ得ないとい

語：成敗は決断にあり 石に立つ矢

）が第二子の胡亥（こがい）に即位

言葉です。 

 

■ 男

い

のであって絶対に破られることがあ

語：武士の誓詞は金鉄の如し 金諾 

 

、堅固でしっかりして

る喩え、また頑（かたく）なで非情

な喩え

ンダと読むところもありますが、神

いいますが、広い面積を

す単位、一代（ひとしろ）から出た

ものです。 

 

ヤラセの放送でしたね。フィリピンで

も、詐欺みたいな話が。（Ｈ．Ｋ） 

ービス情報 】 

 168 

8 

16-2553 

サイ地区    844-2120 

    923-0605 

 

ital 
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