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＜夜版＞ 

◆ アロヨ政権  

外交面は合格点  -ＳＷＳ 

より多くのフィリピン国民は、アロヨ

政権の外交に関する実績に高得点を与

えたが、その一方で、インフレ問題と

の闘いや汚職・収賄撲滅への取り組み

には不満を持っているという。ソーシ

ャル・ウェザー・ステーション、ＳＷ

Ｓが月曜日に発表した 新調査の結果

によって明らかになった。 

 

◆ 外交問題の満足度 プラス２２ 

ＳＷＳの２００７年６月の調査による

と、アロヨ政権の外交問題については、

国民の５０％が満足しており、２７％

が不満だと回答したことで、純満足度

がプラス２２を記録した。しかしなが

ら、アロヨ政権は、飢餓を感じる家庭

を皆無とするという政策でそれを確実

にするという点において、満足度３

０％、不満度４７％で、マイナス１７、

汚職腐敗一掃については、満足度３

１％、不満度４９％でマイナス１８を

記録し、インフレとの闘いに関する評

価は、満足度２９％、不満度５５％で

マイナス２５という結果だった。 

 

◆ パラニャケ市  

コンクリート壁倒壊事故 

月曜日の正午、パラニャケ市スーカッ

ト道路にあるウィルコン･デポ支店の

壁の一部が倒壊する事故が発生した。

この事故による負傷者はいない模様。 

 

◆ 高速道路でバス火災 

月曜日、北ルソン島高速道路、通称Ｎ

ＬＥＸのサン・フェルナンド出口の南

行き車線で、路線バスの火災が発生し

たという。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが

報じた。 

 

◆ ラ・ウニオン州   

バウアン町出納官射殺事件 

月曜日の午前中、ラ・ウニオン州バウ

アン町の出納官が何者かによって撃た

れて死亡した。ラジオ放送局のｄｚＭ

Ｍが第一報を報じた。 

 

◆ モンティンルパ市長  

警察官の追加を要請 

金曜日の大火事で損壊した市役所で業

務を行う中、モンティンルパ市当局は

月曜日、アロヨ大統領に対して、警察

官の追加配置を要請した。 

 

◆ ケソン市地下道   

今週には一般開放 

メモリアル・サークルとケソン市役所

をつなぐ歩行者用の地下道が今月、い

よいよ市民に開放されることになった。

同市土木課のカブンカル技師によると、

プロジェクトの両側面が完成したこと

で、今週末には地下道が通行可能にな

るという。 

 

◆ 病院職員のストライキ   

患者が退院を強いられる 

ケソン市の病院で看護師や事務員らを

含む１５８人の職員と経営陣との交渉

が行われた。しかし、職員らは、報酬

と在職期間に関する合意に至らなかっ

たことから出勤を拒否したという。こ

れにより殆どの患者が退院を余儀なく

された。 

 

◆ 台風「チェデン」 早くも 

火曜日の夜に降雨 －パガサ 

台風「チェデン」は、フィリピンから

離れ、台湾方向に向かっているが、早

ければ火曜日の夜には、待望の雨がル

ソン島にもたらされることが期待され

ているという。しかしながら、気象庁、
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３７３７（↑）

      ＄＝Ｐ４５．３５ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８５５（↓）

      ＄＝Ｐ４５．５０ （→）

※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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パガサのクルズ予報主任は月曜日、「チ

ェデン」が突然に方向を変更しないこ

とが条件であると説明した。 

 

◆ マスバテ州警察官射殺事件  

共産主義ゲリラの反抗か？ 

日曜日の午後、マスバテ州ピオ・Ｖ．

コルプス町で共産主義ゲリラとみられ

るグループが待ち伏せ攻撃で襲撃し、

警察官1名を撃ち殺したという。 

 

＜午後版＞ 

◆ 干ばつ対策に大統領の 

緊急対策権限を要す －農務相 

日曜日、ヤップ農務相は、水不足が年

内いっぱい続く可能性のあることが示

唆される中、アロヨ大統領の緊急対策

権限を議会に推奨する可能性があると

発言した。 

 

◆ 台風「チェデン」   

降雨が期待される 

日曜日の夜、フィリピン領域に達する

と予想された台風は、フィリピン国内

に待望の雨をもたらすことが期待され

ている。気象庁が日曜日に発表した。

フィリピン気象庁、パガサのパラフォ

ックス天気予報士によると、この台風

は日曜日の午後２時の時点で、ルソン

島北部の東１,３００キロの地点で、中

心付近の風速、毎時６５キロメートル、

大瞬間風速、毎時８０キロメートル

の勢力を維持し、今後、西北西に進路

を向け、毎時２２キロメートルの速度

で進むことが予想されている。 

 

◆ 違法広告塔  

撤去作業を拡大 －ＤＰＷＨ 

公共事業幹線道路省、ＤＰＷＨは、屋

外広告企業からの抵抗が続く中、違法

で、且つ危険な広告塔を撤去する作業

を拡大したという。 

 

 

◆ モンティンルパ市庁舎放火事件 

  次は市場が標的？ 

日曜日、モンティンルパ市のサン・ペ

ドロ市長は、先週金曜日に発生した同

市庁舎の火災に関連して、次に放火魔

が標的とするのは同市の公共市場であ

るという見解を示した。 

 

◆ パラニャケ市  

海賊版ソフト付コンピュータ押収 

国家捜査局、ＮＢＩは、無免許のソフ

トウェアがインストールされているコ

ンピュータをパラニャケ市にある輸入

会社から押収したという。ＮＢＩは、

著作権を侵害する者に対抗する取り組

みの活動をしているが、その一環とし

て再び成果を挙げた。 

 

◆ テレビ局の当選連絡  

偽テキストに注意 

ある女性が日曜日、ＡＢＳ－ＣＢＮテ

レビ放送局から賞金１００万ペソと商

品として新車が当選したと思わせるテ

キスト・メッセージを受け取ったとい

う。この女性は、本件についてＡＢＳ

－ＣＢＮニュース.ｃｏｍ宛にＥメー

ル送信で通報した。 

 

◆ カビテ州  発砲事件２人死亡 

カビテ州バコールの路上で交通事故を

起こした運転手が被害者の１人から怒

鳴られたことに腹を立てて発砲し、２

人を殺害するという事件が発生した。 

 

◆ 俳優のエース・ヴェルヘルが 

逮捕される 

土曜日の夜、カロオカン市で、警察当

局が、俳優のエース･ヴェルヘルを７年

前の強姦事件に関与した容疑で逮捕し

た。２０００年にバギオ市とアンヘレ

ス市でヴェルヘル容疑者を告発した２

件の強姦事件に基づく逮捕状が執行さ

れた。 

 

◆ フィリピン国内の病院数 不足 

フィリピン医療協会、ＰＭＡが日曜日

に明らかにしたところによると、フィ

リピン国内にある病院の数は過去２０

年間で５５％も減少したという。「ＰＭ

Ａが実施した調査によると、病院の数

は増加するどころか、公立、私立とも

に減少傾向にあり、１９８７年に２,

０００軒あった病院が現在、８９０軒

に落ち込んだ」ＰＭＡ法律委員会のデ

ル・ロサリオ博士は、この様に発表し

た。 

 

◆ バシラン州   

住民１２,０００人が避難 

日曜日、国家災害調整委員会、ＮＤＣ

Ｃの発表によると、緊迫した国軍部隊

とゲリラとの交戦を回避する為に自宅

から避難したバシラン州の住民数は、

僅か２週間で３千世帯、約１２,０００

人に増加したという。 

 

◆ フィボルクス職員殺害事件   

ＮＰＡが関与？ －ＰＮＰ 

フィリピン火山地震学研究所、フィボ

ルクスの職員が土曜日の夜に殺害され

た事件について、日曜日、警察当局は、

新人民軍、ＮＰＡが本件に関与した可

能性を考慮しているという見解を発表

した。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

【 新情報 】 
 

☆ Engelbert Humperdinck  

The 40th Anniversary Tour 

デビュー以来１億３千万枚以上のレコ

ードを売り上げ、６４枚がゴールドデ

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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ィスク、２４枚がプラチナアルバムに

認定され、４つのグラミー賞、１つの

ゴールデン・グローブ賞受賞、ハリウ

ッドの歩道の星型プレートにも名を刻

まれている“キング・オブ・ロマンス”、

エンゲルベルト・フンパーディンクの

４０周年を祝うツアーコンサートです。 

 

日時：８月１９日（日）午後７時 

場所：Araneta Coliseum, Araneta 

Center, Cubao, Quezon City 

チケット： 

パトロンA        （指定席）P5250  

パトロンB        （指定席）P4725  

下段ボックス     （指定席）P4200  

上段ボックス A VIP（セクション

300/301）        （指定席）P2888  

上段ボックスA   （指定席）P2625  

上段ボックスB   （自由席）P1313  

一般自由席 P473  

連絡先： 

Araneta Coliseum 911-3101 

TicketNet 911-5555 

http://www.engelbert.com/ 

 

☆ David Johnson, Hyun Joo Lee 

フルート奏者 David Johnson と ピア

ニスト Hyun Joo Lee による、イブニ

ング・リサイタルです。Clarion 

Chamber Ensemble と Philippine High 

School とのジョイントコンサートで

す。入場は無料です。 

 

日時：８月８日（水）午後７時３０分 

場所：National Arts Center, 

 University of the Philippines 

 Los Banos, Laguna 

 

☆ Ballet Philippines 

国際的に活躍するフィリピンの 

Ballet Philippines によるバレーダ

ンスの舞台です。 

 

演目① Rizal Revisited - フィリピン

の国民的英雄ホセ・リサールの生涯を、

歴史を交えて現代風の振り付けで表現 

演目② Double Takes - ドイツの 

Karlsruhe Ballet の著名なディレク

ターであり振り付け師 Geminal 

Casado による壮大なプロジェクト 

 

日時：８月１０日（金）１１日（土）

午後２時・午後８時 

   ８月１２日（日）午後２時 

場所：CCP Main Theater, Cultural 

 Center of the Philippines, CCP 

 Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

チケット： 

オーケストラ中央（夜）P800（昼）P400  

オーケストラ脇 （夜）P600（昼）P300  

パーテールボックス 

（夜）P800（昼）P400  

上段ボックス  （夜）P600（昼）P300  

下段ボックス  （夜）P500（昼）P250  

バルコニー I 中央（夜）P400（昼）P200  

バルコニー I 脇（夜）P300（昼）P200  

バルコニー II （夜）P100（昼）P100  

連絡先： 

Ballet Philippines 551-0221 /  

551-1003  

mailto:balletphilippines@pldtdsl.n

et

CCP box office 832-3704 

TicketWorld 891-9999 

 

☆ Seafood nights, Fridays 

魚介類がふんだんに用意されたビュッ

フェです。前菜からメインコースまで、

魚介類づくしでお楽しみください。 

 

料金：大人 １１５０ペソ 

 子供（５歳～１２歳）５５０ペソ 

 

日時：毎週夜金曜日 

場所：Paseo Uno, Mandarin Oriental 

 Hotel, Makati Ave. cor. Paseo 

 de Roxas St., Makati City 

連絡先：750-8888 loc.2411/2412 

 

☆ Barbecue at FAB 

Holiday Inn Galleria に新しくオープ

ンしたレストラン FAB では、期間中

“Old West Gourmet Barbecue”と題し

て大人１人７５０ペソにて、ランチ・

ディナーともにビュッフェでご賞味い

ただけます。７歳以下のお子様は、大

人ずれの場合のみ無料となります。 

 

期間：８月３１日（金）まで 

場所：FAB, Holiday Inn Galleria, 1 

 Asian Development Bank Ave., 

 Ortigas Center, Quezon City 

連絡先：633-7111 

 

【 明日です 】 

 
● 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７日（火） 

～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

 

● 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７日（火）～３１日（金） 

場所：BlueWings Artspace, 2nd Level 

 Rafa's Deli+CAfe, Unit C10 

 Xavierville Ave., Loyola 

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:balletphilippines@pldtdsl.net
mailto:balletphilippines@pldtdsl.net
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:clubnews@philjpn.com
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 Heights, Quezon City 

連絡先：426-2970 

 

● 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７日（火）～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７日（火） 

～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 

 

● 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７日（火）～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７日（火） 

～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７日（火）～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７日（火）～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７日（火） 

～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 

 

● 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 

 

● 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７日（火）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？ 】 
 

■ ガダルカナル島の戦いが始まる 

（１９４２） 

日本海軍は、約１ヵ月かけて 
密林を切り開き、滑走路をつくった

１９４２年（昭和１７年）８月７日、

米海軍がガダルカナル島とツラギ島に

上陸、無血占領しました。同日午前４

時、海兵隊第１海兵師団を主力とし、

豪軍の支援を受けた１０,９００名の

海兵隊員が、艦砲射撃と航空機の支援

の下でガダルカナル島テナル川東岸付

近に上陸を開始、同時にツラギ島方面

にも４個大隊１,５００名が上陸し壮

絶な玉砕戦が行われました。別に６,

７０５名が海上に師団予備として残さ

れました。これが、ガダルカナル島、

ヘンダーソン飛行場（ミッドウェー海

戦で空母「飛龍」を爆撃した際、帰還

不能とみて飛龍に体当たり自爆した海

兵隊員ロフトン・ヘンダーソンに因ん

mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:pezseum@skyinet.net
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で名づけられた）を巡る、日本陸海軍

と連合軍による戦いの幕開けでした。

両軍ともガダルカナル島を戦略的要衝

と位置づけていなかったため、これが

半年以上もかかる象徴的な戦いになる

とは意識していませんでした。 

 

★ 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

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

（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、ご覧になってみてください！ 

 

 

★ Ｓｏ－ＴＶについての 
お問い合わせはこちらまで！★ 

『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

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

ります。 

皆様の温かいご支援、ご協力を賜りた

く、ご入会を心よりお待ち申しあげま

す。 

協賛会員：会費 １万円/月 

一般会員：会費 ２千円/月 

準会員 ：期間・金額不問 

 

会員募集！！ ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ http://www.ch-sakura.jp/topix/306.

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 

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

お問い合わせください。 

 

日本文化チャンネル桜 友の会 事務局 

（ 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

ＴＥＬ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

E-mail：info@ch-sakura.jp

 

 

【 今さら人に聞けない疑問 】 
■ なぜ、大学教授になるのには、 

免許も資格もいらないのか？ 

義務教育の小中学校はもちろん、高校

の教師になるためには教員免許が必要

です。ところが 高学府といわれる大

学の教師になるためには、免許も資格

も学歴も不要です。これは、私立だけ

でなく国立大学でも同じです。 

 

大学の教官は教育者であると同時に研

究者でもあるため、研究者としての業

績を判断するのは試験ではむずかしく、

結局、ある人物を大学の教官として採

用するかどうかは、各大学の教授会に

ゆだねられているからです。そのため

新設大学などでは、ちょっとでも顔が

売れた文化人が研究業績もないのにあ

っさり教授に採用されたりするわけで

す。 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

mailto:support@so-tv.jp
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_application.pdf
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_kiyaku.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
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【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
■ 香り漂う漢字の数々⑬ 

 

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

紹介していきます。今日ご紹介するの

は… 

 

林檎（りんご） 

「りゅうごう」とも読みます。原産地

は中央アジアで、日本には明治時代に

外国から入ってきました。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、８月７日の誕生花 

 

布袋葵（ほていあおい） 

Eichhornia crassipes 

 

花言葉 揺れる想い 

  

葉の柄の部分が空気をためて、布袋（ほ

てい）さんのお腹のようにふくらみま

す。熱帯アメリカ原産で、英名はウォ

ーター・ヒヤシンスといいます。 

 

科名   ミズアオイ科の多年草 

原産地  熱帯、亜熱帯アメリカ  

栽培方法 株分けで増やします。水槽

や池などで栽培する水生植物で、光と

温度があればどんどん増え、暖地では

野生化するほど丈夫な植物です。開花

期は７～８月で、花は１日花ですが

次々と咲き続けます。 

 

８月７日生まれのあなたは・・・  

変化を好む性格で一箇所にじっとして

いられません。交友関係も広く浅く社

交的です。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
■ 血が騒ぐ（ちがさわぐ）（慣用句） 

 

興奮してじっとしていられなくなる、

腕を揮（ふる）いたくなる、感情が昂

（たか）ぶることをいいます。 

 

用例：ラガーマンだった頃の血が騒ぐ。 

 

■ 近しき中に礼儀あり 

（したしきなかにれいぎあり） 

         （ことわざ） 

 

親密過ぎて節度を越えれば却（かえ）

って不和の元になるから、礼儀だけは

守るようにすることが必要であるとい

うことです。 

 

類語：親しき中にも礼儀あり 

 

 

【 知ってなるほど 】 
 

■ 「夏痩せによい」という鰻 

（うなぎ）の効用を大伴家持が 

        説いた！？ 

暑気に当てられないよう、土用の丑の

日に栄養価の高い鰻を食って夏痩せを

防げといっているのは、万葉の歌人、

大伴家持で「石麿（いわまろ）にわれ

申す夏痩せに良しといふ物そ鰻（むな

ぎ）取り食（め）せ」（巻１６）といっ

て鰻をすすめています。 

 

蒲焼（かばやき）を初めて売り出した

のは元禄年間（１６８８年～）、江戸尾

張町の大和田で、肉を割かずに串を刺

した形が蒲の穂（がまのほ）形、色が

樺の皮に似ているところから、蒲焼の

名が生まれました。 

 

先週のニュースにオーストラリアの

94 歳の女性が修士号を取得したとニ

ュースにありました。この女性は家庭

の理由で 12 歳で学校を止め、70 歳の

時に人類学を勉強する為に、大学に入

学したそうです。このようなニュース

を聞くと、人間の脳は年齢とともに、

衰える一方だと言われますけど、その

気があれば、全然そのような事は無い

のですね。皆さんも日々、頭を老化防

止のために、頭を使いましょう。決し

て悪い事には使わないように。（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 

（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/

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/

