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＜夜版＞ 

◆ 政府とＭＩＬＦ合同調査チーム 

 斬首容疑者１０人を特定 

政府とモロ・イスラム解放戦線、ＭＩ

ＬＦで構成する合同調査チームは、バ

シラン州で海兵隊員１０名を斬首に処

し、遺体を切断した事件の容疑者１０

人を特定した。木曜日、地元のテレビ

局の地方支局が報じた。 

 

◆ 北サマール州の村 デング熱流行 

水曜日、保健省、ＤＯＨは、蚊を媒介

とする疾病、デング熱に５６２人が感

染した北サマール州パンブハン町にあ

る８つの村におけるデング熱流行を宣

言した。 

 

◆ バギオ市とパンガシナン市  

地震発生 

水曜日、パンガシナン州とバギオ市で

は相次いで地震が発生した。地震によ

る負傷者の報告は未だ行われていない。

木曜日、地元のテレビ局の地方支局が

地震発生を報じた。 

 

◆ フィリピン産バナナチップから 

二酸化硫黄 －中国 

中国に輸出されたフィリピン産のバナ

ナ・チップスの検査において「過剰な」

二酸化硫黄の陽性反応が認められたと

いう。水曜日、中国の通信社が報じた。 

 

◆ 報道カメラマン  

タクシー料金支払いを拒否 

５０ペソのタクシー料金の支払いを拒

否したとして、フィリピン・デイリー・

インクワイラー紙のカメラマンが水曜

日、身柄を拘束されたという。木曜日、

地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ １００人以上の失業者  

偽人材派遣会社を告発 

オーストラリアで求人募集があると騙

したとして、偽人材派遣会社の社員５

人が１００人以上の被害者に提訴され

たという。木曜日、地元のテレビ局が

報じた。 

 

◆ スポーツ記者を名誉毀損で 

訴える パキアオ選手 

マニラ・ブリティンのスポーツ記者、

ニック･ギオンコ氏は、ボクシングの世

界チャンピオン、マニー･パキアオ選手

が同氏を相手取り３０００万ペソの名

誉毀損罪で裁判を起こしたと報じられ

た件について、訴状を受け取っていな

いので訴状を読んでいないとして、コ

メントを差し控えた。 

 

 

 

◆ セブ市 ポルノ・ビデオ撮影の 

邦人４人逮捕 

４人の日本人がポルノ・ビデオ撮影を

していたとして、セブ市の警察官によ

って逮捕された。男性３人と女性１人

の合わせて４人の日本人は水曜日の午

後５時頃、セブ市の野鳥保護区近くに

あるスプラ島で逮捕されたという。 

 

◆ フェリーから爆弾材料 

水曜日の夜、フィリピン沿岸警備隊は、

マニラ埠頭に停泊していたパラワン行

きフェリーの船内において爆発物製造

に使用される材料、硝酸アンモニウム

３袋を押収した。 

 

◆ ケソン市 車両強奪事件 

木曜日の未明、ケソン市で、銃武装し

た２人の車両強盗犯がスポーツ仕様車、

ＳＵＶを強奪する事件が発生したとい

う。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３７７７（↓）

      ＄＝Ｐ４５．５０ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８４０（↓）

      ＄＝Ｐ４５．６０ （↓）

※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 

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） 

☆【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】 

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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＜午後版＞ 

◆ 干ばつ問題  

アロヨ大統領に緊急対策権限を 

水不足が悪化してエネルギー危機に直

面することになった場合、大統領府は、

下院議会に対して、アロヨ大統領への

特別な権限の授与を要請する「緊急ボ

タン」を押す準備が出来ているという。 

 

◆ 海兵隊員処刑事件  

容疑者４人の氏名公開 

水曜日、バシラン州選出のアクバール

下院議員は、７月１０日に海兵隊員１

０名を斬首に処し、遺体を切断した容

疑者４人の氏名を公表した際、この容

疑者らについてモロ・イスラム解放戦

線、ＭＩＬＦのメンバーではないと主

張した。同議員は、この容疑者４人が

ウマイル･インダマ、ヌルハサン･ハミ

リ、ブハリ･ハミリ、そしてスアイブ･

カリボンであると特定した。アクバー

ル議員によると「目撃者がいる」とい

う。 

 

◆ 大統領府  

貧困対策予算６０％増を提案 

大統領府は、飢餓と貧困問題に対処す

るという政権公約の一環として、貧困

層の為のプログラムやプロジェクトに

必要となる予算を２００８年度に６

０％引き上げることを提案した。 

 

◆ 集団訴訟の却下申し立て  

‐アロヨ氏 

アロヨ大統領の夫、ホセ･ミゲル･マイ

ク･アロヨ氏は、ジャーナリストや複数

のマスコミ団体によって申し立てられ

た１,２５０万ペソの賠償を要求する

集団訴訟を却下する様にと新たに申し

立てるという。 

 

◆ 拳銃所持免許 申請料引き上げ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、アロ

ヨ大統領が昨年１２月１１日に発した

銃に関する恩赦の処分を希望している

無免許の銃保持者の免許証申請料を引

き上げた。この銃の恩赦処分は、２０

０７年６月１４日から２００８年６月

１３日までの１年間に渡って有効だと

いう。 

 

◆ 国民はアロヨ大統領の 

業績に不満 －イボン基金調査 

水曜日、独立シンク・タンク、イボン

基金は、調査結果を発表した。この発

表によると、アロヨ大統領の業績に不

満を持っている国民が増加していると

いう。イボン基金は、７月２日から１

３日までの期間に渡って調査を行った。

その結果、回答者の７２％が第２四半

期におけるアロヨ大統領の業績に不満

を持っており、１０％が満足している

ことが判明し、結果的に純満足度がお

よそマイナス６２％となった。２００

７年７月の調査は、全国１,４８８人を

対象に行われた。 

 

◆ ビナイ元市長の汚職訴訟は 

妥当 ― 弾劾裁判断 

水曜日、サンディガンバヤン公務員特

別裁判所第四法廷は、現職のジェホマ

ール･ビナイ市長の妻である、マカティ

市エレニタ･ビナイ前市長に対する汚

職容疑を妥当と判断した。訴状による

と、同前市長は１９９９年１２月から

２０００年２月までの間にオフィス家

具１,３２５万ペソ相当を不当に購入

したと嫌疑がかかっている。 

 

◆ ディビソリアの清掃命令  

‐リム市長 

マニラ市サンタ・クルズにあるカリエ

ド通りを再開させたマニラ市のリム市

長は水曜日、新たな清掃作戦の目標地

区について、ディビソリア地区とイン

トラムロスの入国管理局の裏手にある

ムエリエ・デル･リオ通りであると発表

した。 

◆ マニラ市８時間の断水   

－マイニラッド社 

マニラ市における一部の地域は、水道

管のメンテナンス工事の為に、木曜日

の夜から８時間に及ぶ断水となる。水

曜日、地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ サンパロック地区  

中絶医師を逮捕 

水曜日、国家捜査局、ＮＢＩは、マニ

ラ市サンパロックで堕胎手術を施す医

師を逮捕した。 

 

◆ 西ネグロス州 

デング熱による死者 ４人目 

西ネグロス州で、デング熱に罹患した

４歳の女児が死亡した。同州において

デング熱によって死亡した患者は今年

に入ってから４人目。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 
 

☆ The Cascades Farewell Tour 

米国カリフォルニア州サンディエゴで

結成された５人組 The Cascades（カス

ケーズ）のフェアウェルツアーです。

１９６３年リリースの Rhythm Of The 

Rain（悲しき雨音）は大ヒットとなり、

オールディーズの定番となっています。 

 

日時：８月３日（金） 

場所：Aliw Theater, Star City, CCP 

 Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：Aliw Theater 832-6121～22 

    TicketWorld 891-9999 

 

日時：８月１０日（金）午後７時 

場所：Hyatt Hotel and Casino Manila, 

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

お 知 ら せ

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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 1588 Pedro Gil cor. M.H. Del 

 Pilar, Malate, Manila 

チケット：P3605 

連絡先：Hyatt Hotel and Casino Manila 

245-1234 

    TicketWorld 891-9999 

 

日時：８月１１日（土）午後９時 

場所：Casino Filipino, Century 

 Resort Hotel, Mc Arthur Highway, 

 Balibago, Angeles City 

チケット：P2060 1030 

連絡先：Casino Filipino, Century 

Resort Hotel (045) 892-5073 / 

892-5074 / 892-4182 

    TicketWorld 891-9999 

 

日時：８月１２日（日）午後９時 

場所：Casino Filipino, Tagaytay 

 Kaybagal South, Aguinaldo 

 Highway, Tagaytay City 

チケット：P2163 P1082 

連絡先：Casino Filipino, Tagaytay 

Kaybagal South (046) 4131-506 

    TicketWorld 891-9999 

 

☆ 土曜シネマ劇場 

マニラ日本人会らいぶらりーによる、

土曜シネマ劇場です。大劇場なみの大

音響と鮮明な色彩をお楽しみ下さい。 

 

日時：８月４日（土）午前９時３０分 

題名：７月２４日通りのクリスマス 

製作：２００６年 

監督：村上正典  

出演：大沢たかお、中谷美紀、他  

解説：異国情緒あふれる長崎の街を舞

台に、妄想の恋に生きる女性が本物の

恋を探して奮闘する純愛ラブストーリ

ー。芥川賞作家の吉田修一による原作

を、『電車男』の村上正典監督と脚本家

の金子ありさが女版『電車男』ともい

うべきロマンティックな物語に作り上

げた。 

 

日時：８月１１日（土） 

午前９時３０分 

題名：シャーロットのおくりもの 

原題：Charlotte's Web  

製作：２００６年 

監督：Gary Winick 

出演：Dakota Fanning、Julia Roberts

（くもの声）他  

解説：世界で４５００万部を超えるベ

ストセラーを記録する、E.B.ホワイト

のファンタジー小説を 新CGI技術で

映画化。平凡な田舎町を舞台に、農場

の娘と子ブタとクモが織り成す愛と友

情の物語がつづられる。 

 

日時：８月１８日（土）午前９時３０

分 

題名：木更津キャッツアイ ワールド

シリーズ 

製作：２００６年 

監督：金子文紀  

出演：岡田准一、櫻井翔、酒井若菜、

他  

解説：TBS 系で放映されて以降、じわ

じわと人気が上がり、映画版『木更津

キャッツアイ 日本シリーズ』も大ヒ

ットを記録した人気ドラマの劇場版第

２作。主人公のぶっさんがガンで他界

してから３年後を舞台に、再び木更津

で大騒動が繰り広げられる。 

 

日時：８月２５日（土） 

午前９時３０分 

題名：ドリームガールズ 

原題：Dreamgirls 

製作：２００６年 

監督：Bill Condon 

出演：Jamie Foxx、Beyoncé Knowles、

Eddie Murphy、他  

解説：トニー賞で６部門を受賞した伝

説のブロードウェイミュージカルを映

画化した極上のエンターテインメント

作。コーラスガールの女性３人組が歩

んだ成功と挫折の物語を、数々の名曲

に載せて描き出す。 

 

場所：マニラ日本人会２１階大会議室 

連絡先：マニラ日本人会 810-7909 / 

815-3559 / 892-7624 

【 明日です 】 

 
● 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 

 

● 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３日（金） 

～１０月３１日（水） 

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。 

 

日時：８月３日（金）４日（土） 

場所：World Trade Center, WTCMM Bldg., 

 Financial Center Area, Roxas 

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。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:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:clubnews@philjpn.com
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 Blvd., cor. Gil Puyat Ave., 

 Pasay City 

連絡先：929-7963 / 929-7993  

mailto:info@pepgroup.com

 

● 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３日（金）～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３日（金）～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 

 

● 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。 

 

日時：８月３日（金）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３日（金）～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３日（金） 

～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３日（金）～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３日（金）～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３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

 

● Cut and Paste 

Sunday Times Magazine, Excelsior, 

Graphic, Fotonews等、 

 

「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:info@pepgroup.com
mailto:info@blanc.ph
mailto:bdiaz@jfmo.org.ph
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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有名大衆紙の広告の展示会です。 

 

期間：８月３日（金）～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 

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３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 

 

● 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３日（金） 

～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 

 

● 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 

 

● 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：８月３日（金）まで 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

 

● Florante at Laura  

Gantimpala Theater の３０周年記念

公演 Florante at Laura です。 

 

日時：８月３日（金）４日（土） 

午前１０時・午後２時 

場所：SM Mall of Asia Premiere 

 Theater, Central Business Park, 

 Bay Blvd., Bay City, Pasay City 

 

日時：８月１０日（金）１１日（土）

午前１０時・午後２時 

場所：SM SouthMall Cinema 6, Almanza, 

 Alabang-Zapote National Rd.,  

Las Pinas City 

 

連絡先：Gantimpala Theater Marketing 

Office 899-5745 / 896-3503  

 

● Wanders   

国際的に活躍するフィリピン人タレン

トと中国とロシアからのアクロバティ

ク妙技が融合された 

ミュージカル仕立てのステージです。 

 

期間：１２月２９日（土）まで 毎週

水・金・土曜日 

場所：PAGCOR Grand Theater, PIRC 

 Bldg., Ninoy Aquino Ave., Brgy. 

 Sto. Niño, Parañaque 

チケット：P3090  P2575  P2060 

P1545 P1236  

連絡先：TicketWorld 891-9999 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ 大宝律令が完成する（７０１） 

大宝元年

８月３日

（７０１

年９月９

日）、日本

史上初め

て律と令

がそろっ

て成立し

た本格的

な律令、

大宝律令

の編纂が

完了しました。律令編纂の起源は６８

１年にまで遡ります。同年、天武天皇

により律令制定を命ずる詔が発令され、

天武没後の６８９年（持統３年６月）

に飛鳥浄御原令が頒布・制定されまし

た。この令は先駆的な律令法であり、

律を伴っておらず、また日本の国情に

適合しない部分も多くありました。そ

の後も律令編纂の作業が続けられ、特

に日本の国情へいかに適合させるかが

大きな課題とされ、７００年（文武４

年）に令がほぼ完成し、残った律の条

文作成が行われ、この日大宝律令とし

て完成したのです。律令選定に携わっ

たのは、刑部親王・藤原不比等・粟田

眞人・下毛野古麻呂らです。大宝律令

の完成は非常に画期的な出来事であり、

これを期に「日本」という国号が法的

に確定したのです。 

★ 映画「南京

藤原不比等 
（菊池容斎・画、明治時代）

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

の真実（仮題）」 

い 

 

画「南京の真実（仮題）」製作委員会

 

製作支援のお願

映

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。 

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

mailto:pezseum@skyinet.net
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
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◆ 下記については映画内クレジット 

 １０口以上 】 映画内クレジット

した皆さまには、

画「南京の真実（仮題）」 

会  

TEL 

 

 So-TV スタート！ 

送 

らせ 

これまで ン

、チャン

てください！ 

 Ｓｏ－ＴＶについての 
まで！★ 

『Ｓｏ

１８：３０ ） 

p

した皆さまには、

画「南京の真実（仮題）」 

会  

TEL 

 

 So-TV スタート！ 

送 

らせ 

これまで ン

、チャン

てください！ 

 Ｓｏ－ＴＶについての 
まで！★ 

『Ｓｏ

１８：３０ ） 

p

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。 

 

【

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 ご支援いただきま

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

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。 

 

す。 

 

映映

製作委員製作委員

03-5464-1937 03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 FAX 03-5464-1948 

  

★★

インターネット放インターネット放

リニューアルのお知リニューアルのお知

ご利用いただいてきたチャご利用いただいてきたチャ

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

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

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

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

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

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

  

  

★★

お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら
－ＴＶ事務局』 －ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～（ 月～土 １０：００～

電話 ：03-6419-3900 電話 ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 ＦＡＸ：03-3407-2263 

mailto:support@so-tv.jmailto: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 】 

 ベテラン看護婦は、なぜ患者の死

テランの看護婦さんは、●手術のと

うひとつ、患者の死期がわかるとい

 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 香り漂う漢字の数々⑪ 

段は何気なく見ている草木や野に咲

歓木（ねむのき） 

んぼく」

【 明日の誕生花 】 
 

 明日、８月３日の誕生花 

葉牡丹（まつばぼたん） 

言葉 可憐、無邪気 

 

■

期がわかる？ 

 

ベ

き男性の陰毛を平気で剃れる●血を見

てもなんとも思わない●患者の求愛を

軽く受け流せる（入院中の男は看護婦

さんがやたらきれいに見える）●医者

より注射がうまい。 

 Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/ も

う特技をもっています。その理由は死

臭です。ベテランの看護婦になると「こ

の患者さん、明日か明後日には死ぬな」

ということが、患者の体から発する臭

いでわかるのだということです。 

 

 

【
 

■

 

普

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… 

 

合

そのままの読み方で、「ごうか

とか「合歓の木（ごうかのき）」などと

いうこともあります。夏の夕暮れ時に

淡紅色の花を咲かせます。 

 

 

■

 

松

Portulaca grandiflora 

 

花

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


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/08/02                    - 7 - 

 サン・プラント、ローズ・モスの英名

があり、日当たりのよい所に植えると、

愛らしい花が苔のように一面を覆いま

す。 

 

科名   スベリヒユ科の１年草 

やします。タネま

月３日生まれのあなたは・・・  

。

） 

 

く気が付く、頭の回転が早いことを

例：大男総身に知恵が回り兼ね（こ

大きくて愚かな者を嘲（あ

考：「小男の総身の知恵も知れたも

 知恵の鏡（ちえのかがみ）（慣用句） 

恵が優れて明らかなことを、鏡に喩

考：多く、「知恵の鏡も曇る」と続け

【 知ってなるほど 】 
 

 纏（まとい）とは戦陣で用いられ

代将軍吉宗の命により享保６年（１

火消が生まれるまでは幕府直属の常

 

ィリピンでは水不足になりつつあり

 警察 

ラ   166 

008 

 消防 

  527-3653 

16-2553 

 病院 

 

eneral Hospital 

ical Center 

r’s Hospital 

区 

 Center 

San Juan Dios 

 

Medical Center 913-7397 

 在フィリピン日本国大使館 

 

y  

emb-japan.go.jp/inde

原産地  南米  

栽培方法 実生で増

きは４～６月。別名「日照り草」で、

その名のとおり日当たりがよく乾燥気

味の所を好み、湿り気の多い所での栽

培は困難です。開花期は６～９月。草

丈は極く低く地面に這うように生育す

るので、花壇の縁取りに 適です。   

 

８

惚れっぽく冷めやすいという性格です

そのため恋愛でもトラブルが絶えない

ようです。物事の目標を決めて集中力

を養えば運気もあがります。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■ 知恵が回る（ちえがまわる） 

（慣用句

良

いいます。 

 

用

とわざ） 

身体ばかり

ざけ）る言葉です。 

 

参

の」という言葉もあります。 

 

■

 

知

えた言葉です。 

 

参

て、正常な判断を失う意に用いられま

す。 

■

た馬標（うまじるし）がルーツ！？ 

 

八

７２１年）８月２日、目安箱を評定所

の門前に設置しました。目安箱は江戸

奉行大岡越前守のアイデアともいわれ

ますが、その前年に、大岡越前守の指

揮で町火消制度が生まれています。 

 

町

火消と諸大名による大名火消がありま

したが、火事の多い江戸ではこれだけ

では間に合わず町火消が生まれたので

す。やがて纏も登場しますが、纏は動

詞「まとう」から出ていて、からみつ

く、まきつくの意です。ルーツは戦陣

で用いられた馬標で、大将の本営のし

るしとして立てられたものです。江戸

時代、これに模してつくられたのが町

火消の纏です。 

フ

ます。 近、頻繁にニュースになって

おりますが、水不足による干ばつで、

農地など農作物に影響を及ぼしていま

す。各地で給水制限をしたり、水不足

に備えてのポンプや井戸の建設も行わ

れております。フィリピン政府は、予

算を捻出して雲に塩を撒くなどして雨

を降らそうとしております。現実は夕

方に夕立程度しか雨が降らず、ダムの

水は減る一方です。気象庁では、台風

を待っているような発言までしていま

すが、台風が来たらきたで、大きな被

害が出るのがフィリピンです。断水に

なる日が、刻々と迫ってきているよう

です。（Ｈ．Ｋ） 
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