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＜夜版＞ 

◆ 電動ジプニー   

環境保護団体が賛同 

フィリピン自動車部品製造業者協会、

ＭＰＶＡＰは、グリーンピースが率い

る団体と共に、電動ジプニー生産の新

規構想を行うと発表した。中国の広州

から輸入された２台の１２人乗りの電

動ジプニーは、マカティ市とバコロド

市内における４カ所で試験的に導入さ

れている。 

 

◆ 不発弾 発見 

水曜日の未明、マニラ市の観光地区に

あるホテル近くで、第二次世界大戦時

代の不発弾が掘削作業中の作業員によ

って発見された。 

 

◆ パシグ市強盗事件  

被害額８０万ペソ 

水曜日の明け方、パシグ市のバランガ

イ事務所に強盗が押し入り、８０万ペ

ソが奪われるという事件が発生した。 

 

◆ 韓国企業 スービックで 

追加投資６億８,４００万ドル 

韓国のハンジン重工業／建設、略して

ＨＨＩＣは、当初１０億ドルを投資し

たスービック自由港の輸送プロジェク

トに、更に６億８,４００万ドルを追加

投資するという。スービック湾首都圏

管理庁、ＳＢＭＡが明らかにした。 

 

◆ 日本政府 ＭＩＬＦ攻撃への 

自制を呼びかけ 

火曜日、日本政府は、ミンダナオにお

ける交戦に関する深い懸念を表明し、

フィリピン政府に対して、モロ反乱軍

の扱いに自制心を行使するようにと呼

びかけた。 

 

◆ アティエンザ氏・ 

パンガンダマン氏  宣誓式 

昨日７月３１日火曜日、アロヨ大統領

は、大統領府の英雄の間において、環

境天然資源省の長官に着任する元マニ

ラ市長のアティエンザ氏と農地改革省

の長官となるパンガンダマン氏の宣誓

式を執行した。新任のアティエンザ環

境天然資源相は、レイエス長官の後任

となる。レイエス長官は、エネルギー

省のロティリヤ長官が辞任したことを

受け、エネルギー相として就任する。

パンガンダマン氏は以前から農地改革

相の候補として名前があげられていた。 

 

◆ 奇妙な偶然 

西ネグロス州警察本部のフランコ本部

長によると、「奇妙な偶然」の出来事だ

という。これは、カディス警察署のデ

スカリヤール署長は、違法薬物法違反

の罪に問われていながら、火曜日にク

ラメ基地において表彰されることを指

す。デスカリヤール署長が所属する警

察署は、全国の市警察署部門の「地域

社会関係における 優秀警察署」に選

ばれた。一方、デスカリヤール署長は

月曜日、市検察官事務所で、２００２

年危険薬物法として知られるフィリピ

ン共和国法第９１６５号第９２節に違

反した容疑に問われている。 

 

 

◆ ビセンテ・ソットー記念 

メディカルセンター 

保健省のセブ州支局、通称ＤＯＨ７は、

州監査官によって報告されたビセン

テ・ソットー記念メディカルセンター

が関与する争点を調査する為に、独自

の包括的開発委員会に任務を課した。

ＤＯＨ７のディレクターを務めるマダ

リエタ氏によると、調査に関する問い

合わせは保健省のドゥケ長官からの口
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３７２０（↓）

      ＄＝Ｐ４５．３５ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８２０（↓）

      ＄＝Ｐ４５．３０ （→）

※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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頭辞令に応じたものだという。同委員

会は、ＤＯＨ７の技術部門主任で保健

省の常勤苦情処理官を兼任しているテ

レロン氏によって率いられている。 

 

◆ 犯罪に携わる未成年は 

墓穴を掘る －ダバオ市長 

「犯罪やギャング団に関与している未

成年や未成年のふりをしている者は

日々、自分自身の墓穴を深く掘ってい

る」ダバオ市のドゥテルテ市長はこう

述べながらも、未成年者の死に関与し

ていないことを強調した。同市長は

近のインタビューで、犯罪行為やギャ

ング団との関係を継続している未成年

は墓穴を掘っていると発言していた。

同市長によると、通常、ギャング団に

関係する未成年者らは、他のギャング

団との確執や暴動、又、ギャング団同

士の抗争に巻き込まれて殺されるとい

う。同市長は、犯罪行為に関与した未

成年者は、不当に苦しめ、迷惑を生じ

させたことへの報復に直面することに

なると付け加えた。 

 

◆ パンガシナン州  

警察官殺害事件再発 

ターラック州サン・マヌエルでパンガ

シナン州の警察官がワゴン車の中で死

亡しているのが月曜日に発見された。

頭部に被弾して死亡したサン･カルロ

ス警察のマカラエグ警察官の遺体が７

月２６日に発見されていた。これによ

り７月は、パンガシナン州警察本部に

配属された警察官２名が殺害される事

件が起こった。 

 

◆ 徴税努力を求める －ＩＭＦ 

赤字目標額を超過せず、インフラや公

共サービスに必要となる資金を提供す

る為に充分となる徴収を生み出すこと

を望むなら、やはり税務改善の考慮を

政府の 優先課題とすべきであると、

国際通貨基金、ＩＭＦの高官が火曜日

に発言した。 

 

＜午後版＞ 

◆ ＭＩＬＦゲリラ  

警察当局から逃れる 

重武装の警察官数百名の車列は、７月

１０日の待ち伏せ襲撃事件に関与した

モロ・イスラム解放戦線、ＭＩＬＦの

ゲリラとアブ・サヤフ幹部らの逮捕令

状を執行する為に、バシラン州アルバ

ルカ町の遠方の村々を捜索した。その

結果、誰も見つけ出すことが出来なか

った。 

 

◆ 国軍部隊 マニラ首都圏に 

配置される 

今週開催されている東南アジア諸国連

合、ＡＳＥＡＮの閣僚会議を警備する

対策の一環として、火曜日、約１４０

名の兵士で其々構成される陸軍の１４

分隊がマニラ首都圏のスラム地区に配

置された。 

 

◆ 水不足に６億ペソ超を支出  

－アロヨ大統領 

火曜日、アロヨ大統領は、国内で異常

に長引く乾期の影響を軽減する為に６

億６,４００万ペソの拠出を決定した

という。地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ 雨不足の影響は来年まで  

－ＰＡＧＡＳＡ 

政府機関が発表した警告によると、今

後数ヶ月間の内に豪雨が降らない場合、

ルソン島に生じている雨量不足の影響

は２００８年迄、継続するという。火

曜日、ＧＭＡの２４オラスが報じた。

フィリピン気象庁、パガサのクルズ長

官は、このまま降雨量減少の異常な状

態が続くと、干ばつに繋がることにな

ると警告した。 

 

◆ 大司教 ミサのテレビ中継を懸念 

テレビやショッピング・モールにおい

て行われるミサが適切に扱われない場

合、神聖さが失われる可能性があると、

マニラ大司教が懸念を表明した。ロサ

レス大司教は、特にテレビで放送され

るミサについて、病人や身体障害者の

為だけのものであると発言した。 

 

◆ サロンガ元上院議長  

マグサイサイ賞を受賞 

サロンガ元上院議長は、２００７年度

政府公務部門で栄誉あるマグサイサイ

賞を受賞した。同氏は「フィリピンの

民主主義と行政規律の為に、長期間に

渡って公的奉仕活動を行うにあたり、

模範的な高潔さと重要性」を保持した

業績に対する賞賛を受けた。 

 

◆ ＰＡＬ機内 インコを捕獲 

先週の日曜日、バンコクから飛び立っ

たフィリピン航空の搭乗員は、機内に

１羽のアフリカ原産のインコがいるの

を発見して驚いたという。客室乗務員

が機内でインコを追いかけ回した末、

インコを捕獲し、ニノイ・アキノ国際

空港の動物検疫局に引き渡した。イン

コは月曜日に死亡し、当局の冷蔵庫に

保管されている。動物検疫局のアモラ

オ博士によると、この死亡したインコ

は、ケソン市にある動物産業局、ＢＡ

Ｉに運ばれて動物検死を受けるという。 

 

◆ 女性の頭部  

パシグ川で発見される 

月曜日、マンダルーヨン市にあるパシ

グ川でランチ･ボックスが浮かんでい

るのが発見された。このランチ･ボック

スの中には切断された女性の頭部が入

っていたという。 

 

◆ マニラ市長  

不法居住者に立ち退き勧告 

火曜日、マニラ市のリム市長は、マニ

ラ市北墓地に居住している不法居住者

に対して、今週中に退去しなければ、

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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当局が強制的に立ち退かせると警告し

た。 

 

◆ 指名手配犯人 ２２年ぶりに逮捕 

月曜日の夜、マニラ市キアポ地区で、

２２年間に渡って逃亡を続けていた指

名手配犯人がマニラ市警察管轄本部に

おいて新設された特別部隊によって逮

捕された。 

 

◆ 新警察官３千名の 

宣誓式を執行 －ＰＮＰ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、テロ

や犯罪、反乱に対する取り組みにおい

て、警察部隊を更に強化する為に約３

千名の新任警察官の宣誓式典を行うと

いう。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 
 

☆ Salute: A Tribute to 

 20 Years of DLSU Chorale 

The De La Salle University Manila の

コーラスグループによる、２０周年を

祝う音楽会です。 

 

日時：８月３日（金）午後７時 

場所：PhilAm Life Auditorium, UN Ave., 

 Ermita, Manila 

連絡先：May 0917-8258063 / 

 Jim 0917-8552780 

Cultural Arts Office 524-4611  

loc.702 

 

☆ Inner Visions 

UE Fine Arts の３人の新進気鋭のアー

ティストによる、合同作品展示会です。 

アーティスト：Mark Cruz, Joseph 

Castillo, Estelito Siobal 

 

期間：８月２日（木）～３１日（金） 

場所：BlueWings Artspace, 2nd Level 

 Rafa's Deli+CAfe, Unit C10 

 Xavierville Ave., Loyola 

Heights, Quezon City 

連絡先：426-2970 

 

☆ Kandungan: A Tribute  

to Women in Our Lives 

デザイナーとして著名な Daniel A. 

dela Cruz が彫刻家としてデビューす

る作品展示会です。 

 

期間：８月２日（木）～６日（月） 

   月～金 午前９時～午後６時 

   土・日 午前１０時～午後７時 

場所：ArtistSpace, Ayala Museum, 

 Makati Ave. cor. De la Rosa St., 

 Makati City 

連絡先：Kathryn Cardenas 757-7117

～21 loc.31 

 

☆ Cake Decorating Workshop 

ケーキの飾りつけの全てが会得できる

講習会です。 

 

日時：８月２日（木）３日（金） 

午前９時～午後４時 

場所：The Maya Kitchen Culinary Arts 

 Center, 8th Level Liberty Bldg., 

 A. Arnaiz Ave., Makati City 

連絡先：Maya Kitchen 892-1185 / 

892-5011 loc.108 

 

☆ Basic Culinary 

前菜からサラダ、パスタ料理、魚介料

理、肉料理、そしてデザートに応用で

きる、スープやソースの作り方を学び

ます。ハーブやスパイスも豊富に使い、

保存方法まで伝授します。 

 

期間：８月７日（火）～１０日（金）

午前９時 

   ８月２１日（火）～２４日（金）

午後２時 

場所：The Maya Kitchen Culinary Arts 

 Center, 8th Level Liberty Bldg., 

 A. Arnaiz Ave., Makati City 

連絡先：Maya Kitchen 892-1185 / 

892-5011 loc.108 

【 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。

 
● Romantic Piano Journey 

The MCO Foundation と Equitable PCI 

bank 共催でおとどけする、ロマンティ

ックなピアノコンサートです。 

年に一度の The MCO Foundation によ

るアートフェスティバルの一環です。 

 

出演： Ingrid Sala Santa Maria, 

Reynaldo Reyes 

 

曲目：ラフマニノフ - ピアノ協奏曲第

２番ハ短調、 

パガニーニの主題による狂詩曲 

   ベートーヴェン - ピアノ協奏

曲第５番変ホ長調「皇帝」他 

 

日時：８月２日（木）午後７時３０分 

場所：Francisco Santiago Hall, 

 Equitable PCIBank Tower 1, 

 Makati Ave. cor H.V. de la Costa 

 Sts., Makati City 

連絡先：MCO Secretariat 878-3459 / 

840-7000 loc.2630. 

 

● White Water Rafting for a Cause 

カガヤンデオロの自然と触れ合いなが

ら川くだりが楽しめます。 

 

期間：８月２日（木） 

～１０月３１日（水） 

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:clubnews@philjpn.com
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場所：Cartwheel, Unit F, 218 Malinao 

 St., Bgy. Highway Hills, 

 Mandaluyong City 

連絡先：0922-4540021 / 0919-2043534  

mailto:action@cartwheelfoundation.

org

 

● World Food Expo 2007 

毎年恒例のフードエクスポが開催され

ます。 

 

期間：８月２日（木）～４日（土） 

場所：World Trade Center, WTCMM Bldg., 

 Financial Center Area, Roxas 

 Blvd., cor. Gil Puyat Ave., 

 Pasay City 

連絡先：929-7963 / 929-7993  

mailto:info@pepgroup.com

 

● Breaking the Silence 

Keiye Miranda-Tuazon による 新作

品展示会です。 

テーマは "Breaking the Silence"。水

に浮かぶ人々や物体をユニークに表現

します。 

 

期間：８月２日（木）～４日（土） 

場所：Blanc, 2E 107 HV dela Costa St., 

 Salcedo Vill., Makati City 

連絡先：752-0032 

mailto:info@blanc.ph

 

● Borsoto, Leano and  

Raquepo at West 

国内のアーティストによる合同作品展

示会です。 

 

アーティスト：Lawrence Barsoto, 

 Erwin Leano, Jucar Raquepo  

 

期間：８月２日（木）～２５日（土） 

場所：West Gallery, 48 West Ave., 

Quezon City 

連絡先：411-0336 / 411-9221 

 

 

 

● Pioneers of Philippine Art: 

 Transnationalism in the Late 

       19th-20th Century 

１９世紀～２０世紀の偉大なフィリピ

ンの巨匠たちの作品展示会です。 

 

アーティスト：Juan Luna (1857-1899),  

Fernando Amorsolo (1892-1972),  

Fernando Zobel (1924-1984)  

 

期間：８月２日（木） 

～来年１月６日（日） 

場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St., Greenbelt Park, 

 Ayala Center, Makati City 

連絡先：757-7117～21 

 

● JAPANESE 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

制作している若手作家の作品７１点を

紹介します。  

 

期間：８月２日（木）～５日（日） 

場所：Ground Floor Gallery, Ayala 

 Museum, Makati Ave., cor. De La 

 Rosa St., Greenbelt Park, Ayala 

 Center, Makati City 

連絡先：Bambi Diaz 811-6155～58  

mailto:bdiaz@jfmo.org.ph

 

● El Poeta del Color: Amorsolo  

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）～ピークを迎

えた（1959）までの作品群です。 

 

期間：８月２日（木）～１０月７日（日） 

場所：The Jorge B. Vargas Museum, 

University of the Philippines, 

College of Arts and Letters, 

Roxas Ave., Diliman, Quezon City 

連絡先：928-1927 / 981-8500 loc.4024  

0919-8151996 

mailto:vargasmuseum@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。 

 

期間：８月２日（木） 

～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

 

● 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：８月２日（木）～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

 

● 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 

 

「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:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:info@pepgroup.com
mailto:info@blanc.ph
mailto:bdiaz@jfmo.org.ph
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:pezseum@skyinet.net
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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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：８月２日（木）～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 

 

● Damian Domingo: 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ものが市

民に初めて公開されます。 

 

期間：８月２日（木） 

～１２月３０日（日） 

場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St., Greenbelt Park, 

 Makati City 

連絡先：757-7117～21 

 

● 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：８月２日（木）３日（金） 

午前８時 

場所：6797 Ayala Ave., Makati City 

連絡先：Mildreth Kho 0927-6046876 

 

● Shopping Spree Bazaar 

オリジナル、ユニークなファッション

アイテムが揃うバザーです。 

 

日時：８月２日（木）３日（金） 

午前９時 

   ８月１５日（水）１６日（木）

１７日（金）午前９時 

   ８月２９日（水）３０日（木）

３１日（金）午前９時 

場所：GT Tower 12th Level, HV Dela 

 Costa St. cor. Ayala Ave., 

 Makati City 

連絡先：Chubby / Sofia 480-5667 / 

0926-6941700 / 0917-5200744 

mailto:apexeventsorganizer@yahoo.c

om

 

● 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

ジです。 

 

日時：８月２日（木）午後１１時 

場所：Club Mwah! Theater Bar, 3rd 

 Level The Venue Tower, 652 Boni 

 Ave., Mandaluyong City 

チケット：P500 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ テニアン島の日本軍玉砕する 

（１９４４） 

１９４４年（昭和１９年）８月２日、

テニアンの戦いにて日本軍が玉砕しま

した。これは、第二次世界大戦中の同

年７月２４日～８月２日、テニアン島

（現：北マリアナ諸島）で行われた日

本軍守備隊と米軍との戦闘です。テニ

アン島は第一次世界大戦後、日本の委

任統治領となり、第二次世界大戦前は

多くの日本人が入植し砂糖黍栽培など

に従事しました。一方、この島の戦略

的価値を見出した日本海軍は同島に飛

行場を建設、当時南洋 大といわれた

ハゴイ飛行場が完成しました。そして

戦争が勃発し、ギルバート諸島、マー

シャル諸島を攻略した米軍は日本本土

爆撃および内南洋における日本軍の海

上、航空兵站線を攻撃する基地を確保

すべく、同年６月、マリアナ諸島攻略

計画を発動、マリアナ沖海戦で日本機

動部隊を撃退した米軍はサイパン島の

攻略を完了、続いてグアム島、テニア

ン島の攻略を開始したのです。 

テニアン島を砲撃した戦艦「コロラド」

 

★ 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。 

 

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

日本文化チャンネル「桜」
日本初の歴史文化衛星放送局 
戦後日本はチャンネル「桜」で 
変わります。 
 
ブロードバンCh.桜ＯＮＬＩＮＥＴ

Ｖも引き続きお楽しみ下さい。 
アドレスは以下の通りです。

http://www.ch-sakura.jp/

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

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

mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
mailto:info@ch-sakura.jp
http://www.ch-sakura.jp/
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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

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

（そうもうくっき）」のように、志を持

てください！ 

 Ｓｏ－ＴＶについての 
まで！★ 

『Ｓｏ

１８：３０ ） 

p

 

 

★

お問い合わせはこちら
－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～

電話 ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

mailto:support@so-tv.j

 

★「チャンネル桜 友の会」のご案内 

いご支援、ご協力を賜りた

員：会費 １万円/月 

員募集！！ 

sakura.jp/topix/306.

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

く、ご入会を心よりお待ち申しあげま

す。 

協賛会

一般会員：会費 ２千円/月 

準会員 ：期間・金額不問 

 

会

http://www.ch-

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 

jp/sakura/tomhttp://www.ch-sakura.

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 

本文化チャンネル桜 友の会 事務局 

.jp

お問い合わせください。 

 

日

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

ＴＥＬ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

E-mail：info@ch-sakura

【 今さら人に聞けない疑問 】 

 結婚相談所はなぜビルの 

ある？ 

新宿の高層階にある結

際、夜この会社でカウンセリングを

 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 香り漂う漢字の数々⑩ 

や野に咲

公英（たんぽぽ） 

通は「カントウ

【 明日の誕生花 】 
 

 明日、８月２日の誕生花 

 

■

高層階に

婚情報サービス

会社に、独身サラリーマンやＯＬが訪

れるのは大抵仕事が終わった夕方から

夜です。ポイントはカウンセリング時、

窓から眺める風景です。眼下にはネオ

ンきらめく大都会の夜景が広がり、こ

こで大都会の孤独や華やかさを感じま

す。この風景が、高額の入会金を払う

気にさせるそうです。 

 Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/ 実

受けた人は、入会する率がぐっとたか

くなったそうです。高層ビルから眺め

る大都会の夜景は、人をその気にさせ

る力があるようです。 

 

 

【
 

■

普段は何気なく見ている草木

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

紹介していきます。今日ご紹介するの

は… 

 

蒲

タンポポといえば、普

タンポポ」を指して言いますが、その

他にも「カンサイタンポポ」、「エゾタ

ンポポ」、「セイヨウタンポポ」などが

あります。 

 

 

■

鋸草（のこぎりそう） 

Achillea 

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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花言葉 戦い、悲嘆を慰める 

  

葉の周辺の切れ込みが、ノコギリの目

のように見えることから「のこぎりそ

う」の名前がつきました。別名を羽衣

草といいます。 

 

科名   キク科の多年草 

原産地  中国 

栽培方法 株分けで増やします。植え

付けは極寒期を除く１１～３月。日当

たりと水はけのよい、あまり肥沃でな

い所を好みます。開花期は６～９月。

丈夫で栽培は容易ですが、夏の暑さに

はやや弱い欠点があります。草丈６０

～１００㎝、切り花としてよく利用さ

れます。   

 

８月２日生まれのあなたは・・・  

独立心が旺盛で、自分の内面を人に見

せる事を嫌い一人で行動しがちです。

そのせいかやや暗い感じと思われる時

もあるようです。人付き合いをよくす

るほうが運がむいてきます。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
 

■ 知恵出でて大偽あり 

（ちえいでてたいぎあり）（故事成語） 

 

人間が素朴で清純であった大昔は自然

のままに生活して平和であったのに、

世が下って人間の知恵が発達するに従

い、嘘を吐いたり騙したりすることが

多くなって世の中が乱れてきたという

ことです。 

 

出典：「老子－一八章」「大道廃有仁義、

慧智出有大偽」 

 

 

■ 知恵が付く（ちえがつく）（慣用句） 

 

知恵がだんだんと備わってくるという

意味で、子供が大人びてくることをい

います。 

 

用例：しゃべりも達者になって、だん

だん知恵が付いてきた。 

 

参考：「知恵付く」というようにも用い

ることがあります。 

 

 

【 知ってなるほど 】 
 

■ 芝居とは合戦場の真ん中の 

敷地をさす！？ 

八朔（はっさく）というのは８月１日

（陰暦）のことで、ミカンの一種でも

ありますが、天正１８年（１５９０年）

のこの日、豊臣秀吉から関八州に封じ

られた徳川家康は江戸城に入っていま

す。そこで江戸の武士や市民はこの日

を八朔の祝いの日としました。 

 

それまでは芝土居（しばどい）をめぐ

らし、農家同然の館でしかなかった城

を、家康が大拡充計画を立て天守閣や

本丸を完成させています。芝居という

のも、こういう芝生や芝土居のところ

で見たからできた言葉です。さらに古

くは、芝居とは敵味方が入り乱れて戦

う合戦場の真ん中のほんの２、３００

メートルの敷地をいい、勝った方がそ

こで凱歌をあげたということです。 

 

先週から大相撲で大問題になっていた、

医者の診断書（左ひじ痛、腰の疲労骨

折）を提出し、夏巡業を休場するにも

関わらず、モンドルに帰国し、サッカ

ーの試合をしていた横綱朝青龍の行動

について結論が出されました。２場所

の出場停止、４ヶ月間３０％の減俸処

分。今まで、数々の問題を起こしてき

た横綱ですが、果たして、この処分に

ついて、皆さんはどう思われますか？

朝青龍は１人横綱時代が長く続き、気

の緩みがあったように思われます。こ

れまで問題を起こしても、謝れば許し

てもらえたように。しかし、白鵬が横

綱に昇進し、２横綱になってからは、

１人いなくても、何とかなると相撲協

会側も強気になったのでは。果たして、

１人横綱だった場合、２場所の出場停

止処分にはなったでしょうか。（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

 

★ 在セブ出張駐在官事務所 

 12 Floor, Metrobank Plaza,Osmena 

Blvd., Cebu City, Phillippines 

電話：（032）255-0287 

 

★ 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/

