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＜夜版＞ 

◆ 西ビサヤ州 デング熱流行  

－ＤＯＨ 

西ビサヤ州におけるデング熱患者の総

数が２００６年の６８７件から今年は

既に２千件に跳ね上がっているという。

火曜日、地元のテレビ局西ビサヤ支局

が報じた。保健省のリージョン６オフ

ィスの記録によると、今年に入ってか

ら１，８９１人がデング熱と診断され

ており、死亡者は２９人に上るという。

２００６年のデング熱による死者は８

人だった。 

 

◆ コーヒーにネズミの糞？ 

７月の末にマニラ市にあるファストフ

ード・チェーン店で、ネズミの糞が入

ったコーヒーを飲んだＡＢＳ-ＣＢＮ

のリポーターが入院したという。被害

に遭ったジェニー･レイエスさんは、マ

ニラ市トゥトゥバンにあるチョウキン

店で、コーヒーを飲んだ数日後、嘔吐

と発熱、腹痛を呈して入院したという。 

 

◆ ベドル被告 禁固６ヶ月 

火曜日、選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣは、マギンダナオの選挙監視担当

責任者、リンタン･ベドル被告に対して、

間接的侮辱罪により６ヶ月の禁固刑と

罰金１０００ペソを科す判決を下した。 

 

◆ 採鉱現場で地滑り  死者９人に 

火曜日、コンポステラ・バレーの採鉱

現場で発生した地滑りにより、新たに

女性１人の遺体が発見された他、１人

が病院で治療中に死亡したことから、

この事故による死者の数は９人となっ

た。 

 

◆ アロヨ大統領とＬＥＤＡＣ  

優先課題を協議 

アロヨ大統領が火曜日に召集した立法

府・大統領府開発顧問委員会、ＬＥＤ

ＡＣの会議における優先課題は、予算

と日本との国際貿易協定、気象変更上

の全国的な戦略が挙げられている。 

 

◆ 空港の忘れ物  

ＮＡＩＡ空港警察の爆弾騒動 

火曜日の午前中、ニノイ・アキノ国際

空港第２ターミナルで持ち主のいない

スーツ・ケースを検査する為に、警察

の爆弾処理班が急行し、空港内に緊張

が走った。この鞄は、ターミナルの監

視カメラに映らない場所に遺棄されて

いたことから、中に爆弾が入っている

のではないかという疑惑が生じていた。

しかしながら、鞄の中には爆弾が無か

ったという。 

 

 

◆ ＡＴＭ強盗   

警察官に射殺される 

ケソン市クバオの現金自動受払機から

現金を引き出した人を標的に襲う強盗

が警察との銃撃戦を展開した末に射殺

されたという。火曜日、地元のテレビ

局が報じた。 

 

◆ 台風「チェデン」   

勢力を強めて台湾へ 

台風「チェデン」、国際コード名「パブ

ック」は、勢力を強めながら台湾方面

への進行を続けているという。火曜日、

気象庁、パガサが発表した。 

 

◆ 台風「チェデン」   

バタネス島にシグナル１ 

気象庁は、台風「チェデン」、国際コー

ド名「パブック」が台湾方面へと移動

する中、ルソン島の 北端にあるバタ

ネス島に台風シグナル１を発した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３７４８（↓）

      ＄＝Ｐ４５．１０ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８３５（↑）

      ＄＝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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◆ 手榴弾爆発事件   

一家３人が死亡 

火曜日の未明、パラワン州の民家で手

榴弾が爆発し、３歳の少年とその両親

が死亡した。 

 

＜午後版＞ 

◆ ロシアとの連携強化 

先週、フィリピンを訪問したロシアの

ラフロフ外相とロムロ外相との二国間

会談の結果、両国の関係強化に関する

合意書の署名に至ったという。 

 

◆ 首都圏国軍兵士配置への 

異議を却下 － 高裁 

高裁判所は月曜日、５月１４日の投

票日以前に既に国軍部隊が撤収されて

いるとして、マニラ首都圏における国

軍部隊配置の可否を問う５つの比例代

表政党による訴えを棄却した。 

 

◆ ボラカイの新規開発  

一時中断 －ＤＥＮＲ 

月曜日、環境天然資源省の新任アティ

エンザ長官は、世界的に有名なリゾー

トの島、アクラン州ボラカイの過密状

態が続く中、今後６ヶ月間における新

たな建築工事の許可を一時的に停止す

る方針を明らかにした。 

 

◆ 喫煙による視覚障害を指摘  

‐保健省 

月曜日、保健省、ＤＯＨは、直ちに禁

煙しないと、目の疾患にかかったり、

悪の場合は、失明する恐れがあると

喫煙者に対して警告した。 

 

◆ マニラ首都圏の爆弾テロ 

攻撃計画を自供 ‐ＪＩ容疑者 

ジェマア・イスラミア、ＪＩに所属し

ているとみられるメンバーが警察官に

対して、マニラ首都圏における爆弾テ

ロ攻撃の実行計画について自供した。

自供したのは、ＪＩメンバー容疑者の

カハルディン･ウスマン･タリブ。タリ

ブ容疑者は金曜日、パラニャケ市にあ

るモールの駐車場で、フィリピン国家

警察の警察官によって逮捕されていた。 

 

◆ ＬＰＧ価格 値上げ 

火曜日の午前中、トタル・フィリピン

ズ社は、液化石油ガス製品、ＬＰＧの

価格を１キログラムあたり５０センタ

ボ引き上げた。 

 

◆ ミンダナオ島に医師派遣  

‐アロヨ大統領 

月曜日、アロヨ大統領は、バシラン州

で１０人の海兵隊員を斬首に処した事

件に関与したゲリラと国軍との交戦が

緊迫する中、負傷者の出ることが予想

されるとして、公務に就く医師をミン

ダナオ島に派遣する様にと命じた。 

 

◆ スマート中継所 強盗事件 

日曜日の夜、マラボン市にあるスマー

ト・テレコムの携帯電話中継所に、少

なくとも６人の強盗が押し入り、電源

室からバッテリーを奪い、同社が所有

する車両２台を強奪するという事件が

発生した。 

 

◆ 陸運局の視力判定を疑問視   

－眼科医 

陸運局で実施している視力検査は、運

転免許証の申請者の視力を検査するこ

とにおいて正確では無いと眼科医によ

って指摘された。フィリピン眼科学協

会、ＰＡＯのパディリヤ会長は、陸運

局が資格のある申請者だけに対する免

許証の交付を確実にする為に、審査す

る視覚基準を採用しなければならない

と発言した。 

 

◆ モンティンルパ市に 

５千万ペソ寄贈 －アロヨ大統領 

先週の金曜日にモンティンルパ市庁舎

と近くの民家が焼失する火災が発生し

たことを受けて、アロヨ大統領は、同

市に５千万ペソの基金を寄贈したとい

う。 

 

◆ トンドの殺害事件  

アマチュアのボクサーを指名手配 

日曜日の夜、マニラ市トンドで５１歳

の内縁の妻と、この女性の孫息子を殺

害した容疑のあるアマチュア・ボクサ

ーの行方を警察当局が追跡している。

月曜日、地元テレビ局がニュース番組

で報じた。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

【 新情報 】 
 

☆ Music for Peace,  

Music for Healing 

フィリピン・フィルハーモニック管弦

楽団による慈善コンサートです。収益

金は Philippine General Hospital、

National Commission for Culture and 

the Arts へ寄贈されます。 

 

プログラム： 

Ludwig van Beethoven  

- Symphony No. 5 (1st Movement)  

Ernani Cuenco - Gaano Ko Ikaw Kamahal 

John Pachelbel - Canon in D 

Francisco Buencamino  

- Pizzicato Caprice 

Gabriel Faure  

- Pie Jesu (with child soprano) 

Rodgers & Hammerstein - Selections 

from "The Sound of Music" 

Nicanor Abelardo - Mutya ng Pasig 

George Bernard Green 

 - Overture on Philippine Folksongs 

Ludwig van Beethoven  

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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- Symphony no. 5 (3rd movement & 

Finale)  

 

日時：８月９日（木） 

場所：University of the Philippines 

 Los Banos, Laguna 

連絡先：UP Los Banos (049) 536-2553 

/ 536-2508 

PPO Office 832-1125 loc.1608/1610 

 

☆ Pilipinas Circa 1907 

Tanghalang Pilipino ２１回目のシア

ターシーズンの幕開けは、Pilipinas 

Circa 1907 です。１９０７年の国政選

挙を背景に恋人たちの政治的対立、家

族関係を描きます。 

 

作者：Nicanor G. Tiongson 

音楽：Lutgardo Labad, Louie Pascasio, 

Chino Toledo, et al 

監督：Dennis Marasigan 

 

日時：８月１０日（金）午後８時 

   ８月１１日（土） 

午後３時・午後８時 

   ８月１２日（日）午後８時 

   ８月１７日（金）午後８時 

   ８月１８日（土） 

午後３時・午後８時 

   ８月１９日（日）午後８時 

   ８月２４日（金）午後８時 

   ８月２５日（土） 

午後３時・午後８時 

   ８月２６日（日）午後８時  

   ８月３１日（金）午後８時 

   ９月０１日（土） 

午後３時・午後８時 

   ９月０２日（日）午後３時 

場所：Tanghalang Aurelio Tolentino 

(CCP Little Theater), Cultural 

Center of the Philippines, CCP 

Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：P515 

連絡先：CCP Box Office 832-1125 

loc.1608/1610 

TicketWorld 891-9999 

☆ Disneys Cinderella 

ディズニー映画の中でも高い人気を保

つ「シンデレラ」継母や姉たちからい

じめられながらも、いつか幸せになれ

ると信じて明るく暮らすシンデレラの

物語がベースのミュージカルです。 

 

日時：８月１１日（土）２６日（日）

１０月１３日（土）２１日（日） 

場所：Onstage, Greenbelt1 2nd Level, 

 Paseo de Roxas cor. Legaspi St., 

 Ayala Center, Makati City 

チケット：P361 P309 P258 

連絡先：Onstage 752-7862 

Repertory Philippines 887-0710 

TicketWorld 891-9999 

 

☆ Style Eye Catchers  

Model Search Grand Finals   

男女１０名づつのファイナリストがし

のぎを削るモデルサーチ、カジュアル、

水着、フォーマルスタイルで競い合い

ます。 

 

日時：８月１１日（土）午後６時 

場所：Glorietta 3 Park, Ayala Cener, 

 Makati City 

チケット：P412 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

☆ Rocked Age: Images of  

Loud Music Culture 

耳をつんざくような音楽を越えて、ロ

ックミュージックの起源、ファッショ

ン、ライフスタイルを美術品で表現し

ます。 

 

期間：８月８日（水） 

～１０月２６日（金） 

場所：Metropolitan Museum Of Manila, 

 Bangko Sentral Ng Pilipinas 

 Complex, A. Mabini St., Roxas 

 Blvd., Manila 

連絡先：521-1517 

mailto:art4all@info.com.ph

http://www.metmuseum.ph

【 明日です 】 
 

● 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 

 

● 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８日（水） 

～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８日（水）～３１日（金） 

場所：BlueWings Artspace, 2nd Level 

 Rafa's Deli+CAfe, Unit C10 

 Xavierville Ave., Loyola 

 Heights, Quezon City 

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:art4all@info.com.ph
http://www.metmuseum.ph/
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:clubnews@philjpn.com
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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８日（水）～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８日（水） 

～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８日（水）～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８日（水） 

～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８日（水）～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８日（水）～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８日（水） 

～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８日（水）～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 

 

● Passion of the 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 the Christ/ 

Pasyon ni Kristo"です。 

 

 

「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: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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日時：８月８日（水）９日（木） 

１０日（金）午後７時 

  ８月１１日（土）１２日（日） 

午前１０時・午後３時 

場所：Wilfrido Ma. Guerrero Theater, 

 Palma Hall, University of The 

 Philippines Diliman, Quezon 

 City 

連 絡 先 ： Dulaang UP 433-7840 / 

981-8500 loc.2449 (UP trunkline)  

     BJ Borja, Production 

Manager 0919-2160440 / 0919-6758311  

 

● 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. Nino, Paranaque 

チケット：P3090  P2575  P2060 

P1545 P1236  

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ ソ連が対日宣戦を布告する 

（１９４５） 

１９４５年（昭和２０年）８月８日、

ソ連が日ソ中立条約を破棄し、ソ連対

日宣戦布告（Soviet Declaration of 

War on Japan）をしました。連合国が

発表したポツダム宣言を黙殺した日本

に対し、世界平和を早急に回復するた

めに武力攻撃を行うことが宣言されて

います。この宣言に基づいてソ連軍は

対日参戦を実行し、満州国、樺太南部、

朝鮮半島、千島列島に侵攻し、日本軍

と各地で戦闘になりました。布告が日

本の佐藤尚武駐ソ連大使に伝達された

のはモスクワ時間１９４５年８月８日

深夜で、９日午前零時を以って戦闘開

始されています。この宣戦布告が発表

された背景には、連合国間の政治的な

駆け引きが影響しています。１９４５

年になってから連合国はドイツの戦後

処理と日本の本土攻略に焦点を当てて

いました。この討議のためヤルタにお

いて会談が開催されることになり、ソ

連参戦が議論されたのです。 

 

★ 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。 

 

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

◆ 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）」 満州国の首都新京を進軍する 
ソ連軍のSU-76自走砲 ＤＶＤ を 1 枚進呈させていただきま

す。 

ポツダムに集まった3ヶ国首脳（左から） 
アトリー、トルーマン、スターリン 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

 

映画「南京の真実（仮題）」 

製作委員会  

TEL 03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 

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/

mailto:info@ch-sakura.jp
http://www.ch-sakura.jp/
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★ So-TV スタ

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

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

ート！ ート！ 

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 】 

 なぜ、深夜タクシーの上客は 

？ 

 

新宿ニ丁目」といえば知る人ぞ知る

んといってもこの街には、銀座や六

 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 香り漂う漢字の数々⑭ 

段は何気なく見ている草木や野に咲

灯（ほおずき） 

表す場合もありま

【 明日の誕生花 】 
 

レオメ（西洋風蝶草）  

言葉 あなたの容姿に酔う 

咲くと、ピンクの色の蝶が風のな

名   フウチョウソウ科の１年草 

タネま

月８日生まれのあなたは・・・  

 

■

「新宿ニ丁目」に多いのか

「

『ゲイの街』ですが、タクシー運転手

の間では深夜から早朝にかけて『ロン

グの客』、つまり長距離客が多いことで

知られています。この街にはかなりの

遠方からわざわざ足を運んでくる客が

多いからです。 

 

な

本木では絶対味わえないお楽しみが用

意されています。その道の愛好家にと

っての新宿二丁目は、不景気だろうが

なんだろうが、多額のタクシー代をか

けても足を運びたくなる魅力があると

いうわけです。 

 

 

【
 

■

 

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… 

 

鬼

この他に「酸漿」と

す。茄子の仲間で、春、淡い黄白色の

花を咲かせます。果実を包み込む真っ

赤なガクの色が印象的です。 

 

 

 明日、８月８日の誕生花 

 

ク

Cleome spinosa 

 

花

  

花が

かで群がっているように見えるので、

和名は西洋風蝶草といいます。中国名

も同じ由来で酔蝶花といいます。 

 

科
Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/
原産地  熱帯アメリカ   

栽培方法 実生で増やします。

きは４月で、移植を嫌うので直播しま

す。開花期は６～１０月。日当たりが

よければ土質を選ばず栽培は容易で、

こぼれタネが自然に生えるので翌年も

楽しめます。  

 

８

どんな事でもレベル以上にオールマイ

ティにこなせる実力の持ち主です。消

極的にならず自信をもってアピールし

ていきましょう。 

 

 

 

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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【 ことわざを学ぼう 】 
 

 血が上る（ちがのぼる）（慣用句） 

奮してかっとなることです。 

例：さんざん理不尽な事を言われて、

 血が引く（ちがひく）（慣用句） 

怖や驚きで顔が青褪（ざ）めること

例：急に車が角から飛び出してきて

語：血の気が引く 

【 知ってなるほど 】 
 

 「夏痩せによい」という鰻 

持が 

 

気に当てられないよう、土用の丑の

焼（かばやき）を初めて売り出した

イツで59歳の女性が4歳の時に頭に

 緊急サービス情報 】 

ラ   166 

008 

  527-3653 

16-2553 

 病院 

 

eneral Hospital 

ical Center 

r’s Hospital 

区 

San Juan Dios 

ソン地区 

Medical Center 913-7397 

 在フィリピン日本国大使館 

 

y  

emb-japan.go.jp/inde

■

 

興

 

用

頭に血が上った。 

 

■

 

恐

です。 

 

用

血の気が引いた。 

 

類

 

 

■

（うなぎ）の効用を大伴家

        説いた！？ 

暑

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

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。 

 

 

 

 

 

ド

突き刺さったエンピツを摘出する手術

に成功したというニュースがありまし

た。エンピツを手に持ったまま転倒し

て、頭に突き刺さったそうで、その長

さが、なんと１０センチメートルもあ

ったそうです。子供の時なので、頭蓋

骨とかが柔らかかったせいもあるので

しょうが、脳に刺さらず、生命に影響

がなかったのは、奇跡ですよね。50年

以上経って、技術の進歩もあり摘出で

きたわけですが、深いところに2セン

チメートルほどのエンピツが、まだ残

っているそうです。（Ｈ．Ｋ） 

 

【

★ 警察 

メトロマニ

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9

★ 消防 

マニラ地区

マカティ地区  818-5150,8

パサイ地区    844-2120 

ケソン地区    923-0605 

 

★

マニラ地区

Philippine G

521-8450 

Manila Med

  523-8131 

Manila Docto

524-3011 

マカティ地

Makati Medical

815-9911,892-5544 

パサイ地区 

Hospital De 

831-9731 

 

ケ

 Center 

編 集 部 よ り

Quezon City 

De Los Santos Medical Center723-0041 

St. Luke’s Medical Center 723-0301 

 

★

（在マニラ日本国総領事館兼任）

住所：2627 Roxas Boulevard, Pasa

City, Metro Manila, 1300, 

TEL：５５１－５７１０ 

FAX：５５１－５７８５ 

ホームページ 

http://www.ph.

x_J.html

 

★ 在セブ出張駐在官事務所 

,Osmena 

 在ダバオ出張駐在官事務所 

 Luisa 

 外務省海外安全ホームページ： 

 12 Floor, Metrobank Plaza

Blvd., Cebu City, Phillippines 

電話：（032）255-0287 

 

★

 Suite B305 3rd Floor, Plaza de

Complex, 140R. Magsaysay Ave., Davao 

City 8000, Philippines 

電話：（082）221-3100 

 

★

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

 

★ マニラ日本人会  

810-7909,815-3559 
 

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 

 

「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

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
mailto:clubnews@philjpn.com

