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＜夜版＞ 

◆「マニラ首都圏にテロリストは 

存在しない」 －ＰＮＰ 

火曜日、マニラ首都圏警察司令本部の

司令官は、首都にテロリストが存在す

るという噂を否定する見解を発表した。

マニラ首都圏警察司令本部の本部長を

務めるバリリヤ国家警察長官代理は、

クラメ基地で行われたフォーラムで、

テロリストの存在が報じられている件

について尋ねられた際、「現在に至る迄、

マニラ首都圏の監視を続けている。確

認は出来ないが、現時点において、テ

ロリストの存在は無い」と記者団に対

して語ったという。バリリヤ部長によ

ると、警察当局は国軍の支援を受け、

マニラ首都圏で起こり得るテロの脅威

を既に「阻止」したという。 

 

◆ バシラン州アブサヤフの隠れ家 

 国軍が爆撃する 

先月、アルバルカ町で海兵隊員１０名

が斬首された事件を受け、犯人への攻

撃が再開された。国軍は、バシラン州

ティポティポ町にある２つの村の境で、

アルカイダに関与するアブサヤフの隠

れ家と見られる場所を爆撃した。 

 

◆ バシラン州   

海兵隊とアブサヤフとの交戦 

火曜日、海兵隊はバシラン州ティポテ

ィポ町で、アブサヤフ・ゲリラとの銃

撃戦を展開した。双方に死傷者は出て

いない模様。特別部隊サンダーのスポ

ークスマン、エストゥリヤ隊長による

と、午前１０時４８分、海兵隊第７歩

兵部隊の隊員は、ティポティポ町バラ

ンガイ・ボヘレブンでアブサヤフとみ

られる多数の武装集団と交戦を展開し

たという。国軍が武装集団に迫撃砲を

発砲した際、ゲリラは撤退したという。

国軍兵士の死傷者の有無は報告されて

いない。国軍は、アブサヤフ側の死傷

者の有無に関する発表を行わなかった。 

 

◆ マニラ市  

ディビソリアの密輸品を検査 

火曜日、マニラ市当局は、９月からク

リスマス商品の買い物客到来が開始さ

れることから、同市内のディビソリア

地区にある商店や露店の一連の検査活

動を始めた。ラジオ放送局、ｄｚＢＢ

が報じたところによると、マニラ市の

リム市長は、特に密輸品であると見な

される低価格の商品を販売する１６８

軒の店舗等を対象に検査を行うという。 

 

◆ ファストフード店のおもちゃ 

 検査対象 

ファストフード店の子供用メニューの

おまけとして進呈されているプラスチ

ック製のおもちゃについて、店舗で提

供、また販売するに先立って保健省の

検査を受けなければならなくなった。

貿易産業省のマグラヤ貿易次官が火曜

日に明らかにしたところによると、貿

易省と保健省が協力し、ファストフー

ド店で配布されるものを含め、おもち

ゃの安全確保のメカニズムの監視を強

化しているという。 

 

◆ 停戦監視団の任務延長を希望  

－フィリピン 

フィリピン政府とゲリラ側の交渉担当

者は、マレーシアが主導する停戦監視

チームに対して、更なる協議を成し遂

げる為にフィリピン南部における任務

の延長を要請している。両者の共同声

明によると、同監視団は、ミンダナオ

地域の状態を正常化する為、和平協定

を結ぶ課程において、国際社会の信頼

を獲得することにも「大きく貢献して

いる」という。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３９２３（↓）

      ＄＝Ｐ４６．４５ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．４０２０（↓）

      ＄＝Ｐ４６．５５ （↑）

※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：http://philjpn.com/

● 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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◆ エストラーダ前大統領の判決に 

先立ち 警戒レベル引き上げ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、エス

トラーダ前大統領の偽証及び略奪罪の

判決に先立ち、逮捕から６年が経過し、

新たな民衆蜂起の懸念があり得るとし

て警戒レベルを引き上げている。サン

ディガンバヤン公務員特別裁判所は９

月に、エストラーダ前大統領の略奪お

よび偽証罪の事件に関して判決を下す

予定となっている。 

 

◆ 国際行方不明者デー  

マニラ市で集会 

農民政治運動家のジョナス・ブルゴス

さん等の拉致被害者の苦境に憤慨して

いるとして、政治運動家達は木曜日の

国際的行方不明者デーにあわせてマニ

ラ市で抗議集会を計画していると発表

した。 

 

◆ オーストラリアからの 

競馬輸入禁止を検討中 

数百頭の馬がオーストラリアで感染し

たとされる馬インフルエンザの流行を

受けたフィリピンは、オーストラリア

からの競馬用競走馬の輸入を一時的に

禁止する可能性があるという。関係者

が火曜日に明らかにした。関係者の発

表によると、オーストラリアにおける

馬インフルエンザの流行は、国内の競

馬産業に及ぼす影響が見極められてい

ないことから、ブリーダーや輸入業者

に対して警戒する様にと呼びかけた。 

 

◆ 配達用トラックから覚せい剤原料 

先週、マニラ市サンタ・クルズで放置

されていた配達用トラックを押収した

警察当局は、月曜日になって同トラッ

クの中から覚醒剤製造に使用される化

学薬品を新たに発見したという。 

 

 

 

＜午後版＞ 

◆ 「ハロー・ガルシ疑惑」 再燃か？ 

元国軍諜報部員によると、アロヨ大統

領が２００４年に行われた選挙の際に

開票結果を不正操作することを企んで

いる会話を聞いたという。火曜日、上

院は、この元国軍諜報部員の主張に基

づき「ハロー・ガルシ疑惑」の審議を

再開する総体的合意の構築を予定して

いる。 

 

◆ マニラ首都圏の爆弾テロ攻撃事件 

 警戒態勢 －ＰＮＰ 

マニラ首都圏東部地区警察本部は、マ

リキナ市を始めとするパシグ市、サ

ン・フアン市、マンダルーヨン市とい

った各市警察署長に対して、起こり得

る爆弾テロ攻撃事件に備えて警戒レベ

ルを引き上げる様にと指示した。 

 

◆ エストラーダ前大統領が 

有罪の場合 悪の事態？ 

サンディガンバヤン公務員特別裁判所

で略奪罪に問われているエストラーダ

前大統領に有罪判決を下した場合、フ

ィリピン国軍は起こり得る「 悪の事

態」に備える構えだという。国軍の首

都圏司令本部の司令を務めるドロルフ

ィーノ中将の発表によると、エストラ

ーダ前大統領の支持者らが２００１年

５月１日に大統領府を占拠した事件と

同様の状況に備えているという。 

 

◆ アンガット・ダム  水位上昇 

台風「チェデン」をはじめ「ドドン」

と「エガイ」によってもたらされた降

雨によって、アンガット・ダムの水位

が８月１日から２７日の期間中に１８.

２９メートル引き上げられたという。

地方災害調整事務所、ＰＤＣＯの記録

によると、８月１日に１７２.１９メー

トルだったアンガット・ダムの水位は、

月曜日には１９０.５８メートル迄に

上昇したという。 

◆ ８月中の台風襲来は無い  

－パガサ 

マニラ首都圏は月曜日の午前中、豪雨

に見舞われたが、気象庁、パガサは、

今月中の台風襲来は起こり得ないと主

張している。パガサの気象予報主任を

務めるクルズ氏によると、ルソン島の

東部と西部に２つの低気圧があるが、

これらが台風になることはなさそうだ

という。クルズ氏は、ラジオ放送局、

ｄｚＭＭのインタビューで「８月末迄

の期間中には台風の襲来は無い。今後

５日間における台風の発生は無いだろ

う」と発言した。 

 

◆ ＤＰＷＨ ペトロン社を訴える 

公共事業幹線道路省、ＤＰＷＨは、ペ

トロン社が５年前に、ガソリン１万２

千リットル分の配給を怠ったとして、

同社に対する損害賠償１４０万ペソの

訴訟をマニラ市第一審地方裁判所、Ｍ

ＣＲＴＣに申し立てた。 

 

◆ ＭＭＤＡ撤去チームに挑戦  

 ‐エステロ住民 

パサイ市にあるエステロ・トゥリパ・

デ・ガリーナ地区に居住する約５００

人の住民らは月曜日、マニラ首都圏開

発管理庁、ＭＭＤＡの職員による住宅

撤去に腹を立て、作業を阻止しようと

して自宅付近にバリケードを作った。 

 

◆ 休暇中のＯＦＷ  

１００万ペソ相当の盗難被害 

休暇で一時帰国中のフィリピン人海外

就労者、いわゆるＯＦＷは、バギオ市

に滞在している間に、マニラ市サン

タ・メサにあるコンドミニアムの自室

に空き巣が入り、１００万ペソを上回

る現金や貴金属等を奪われたという。 

 

◆ マラボン市火災 ３０世帯が被災 

月曜日の夜、マラボン市バランガイ・

ポトゥレロにあるナラ通りとガバナ

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 
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ー・パスカル通りの角で火災が発生し、

少なくとも３０世帯が被災したという。

地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ ケソン市火災  ３０軒に類焼 

火曜日の未明、ケソン市で火元不明の

火災が発生し、少なくとも３０軒の民

家に類焼し、数世帯の家屋が焼失した

という。 

 

◆ 元空手選手  

殺人容疑で逮捕される 

６３歳の従兄を刺殺した容疑に問われ

ていたフィリピン空手チームの元メン

バー６０歳が６ヶ月間の逃亡生活の末、

月曜日、マニラ市警察署の警察官によ

って逮捕された。 

 

◆ 看護師資格試験再試験合格者  

米国で就職可能 

月曜日、労働雇用省、通称ＤＯＬＥは、

看護師資格試験の再試験を受験し、合

格したフィリピン人の新人看護師達に

対して、フィリピン国内、ならびに海

外における就職活動を開始する様にと

勧める発表を行った。 

 

＜８月２７日のニュース＞ 

◆ バシラン州交戦 兵士２名が負傷 

フィリピンの南部にあるバシラン島で

イスラム過激派との交戦が再開された。

この交戦で国軍兵士２名が負傷したと

いう。国軍当局が発表した。 

 

◆ 低賃金労働者の所得税  

免税を求める －ロハス上院議員 

日曜日、ロハス上院議員は、下院議会

に対して、 低賃金労働者の個人所得

税を免除する法案への対応を求めた。 

 

◆ 落選２候補   

大の選挙経費を費やす 

今年５月に行われた選挙で も多額の

資金をつぎ込んだ候補者は、落選した

チーム・ユニティー公認の上院議員候

補２人だった。日曜日、地元のテレビ

局が報じた。上院議員候補者達によっ

て提出された選挙管理委員会に対する

選挙資金寄付と支出内訳、略してＳＥ

ＣＥによると、ディフェンソール候補

とシンソン候補が各自の選挙運動で

大の運動資金を費やしていたという。 

 

◆ 鶏卵価格 重量が基準？ 

統一養鶏業者協会は、養鶏業で主要な

餌とするトウモロコシの価格急騰を理

由に、鶏卵の価格を１個あたりではな

く、１キログラム当たりで値付けして

販売することを計画しているという。

同協会のサン・ディエゴ代表によると、

鶏卵１キログラムの価格は約７０ペソ

となり、個数として１６個から１８個

になる見込みだという。 

 

◆ サンタ・メサ  

コンビニの従業員射殺事件 

ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じたとこ

ろによると、日曜日の午後、マニラ市

サンタメサで、コンビニエンス・スト

アで働く２４歳の従業員が射殺される

事件が発生したという。 

 

◆ 女児殺害容疑者 逮捕される 

先週、マニラ市で、７歳の女児が殺害

され、少女の遺体が旅行鞄に詰め込ま

れ遺棄されていたのが発見された。同

事件を捜査中の警察当局は、４人の誘

拐殺人容疑者の内１人を逮捕したとい

う。日曜日、地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ ケソン市 覚醒剤押収 

麻薬取締局捜査官はケソン市で覚醒剤

８千万ペソを押収したという。覚醒剤

が押収されたのは台湾人が入居してい

るとされるアパートの一室だった。日

曜日、地元のテレビ局が報じた。 

 

 

◆ マニラ市 ＬＲＴ警備員が 

射殺される 

日曜日の午後、軽量高架鉄道、ＬＲＴ

のマニラ市ブルメントリット駅で同駅

の警備員が撃ち殺される事件が発生し

た。 

 

◆ マニラ市ビノンドのビル火災 

日曜日の午前中、マニラ市ビノンドに

ある３階建ての商業ビルで火災が発生

したという。地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ ８月２８日   

２０００年以来の皆既月食 

火曜日、７年ぶりの皆既月食が見られ

るという。今夜は、地球が太陽と月の

間にきて一直線に並び、太陽の光を遮

ることから、月の光る面が欠けた部分

の色が暗赤色に見えるという。ディス

カバリー・チャンネルによって報じら

れた。この珍しい現象は午後５時５２

分から始まるという。 

 

◆ ＮＡＩＡの入国拒否対象者 

 ２ヶ月で１４１人 

入国管理局が土曜日に発表したところ

によると、過去２ヶ月間に、ニノイ・

アキノ国際空港、通称ＮＡＩＡにおい

て、違法、又は好ましからざる外国人

として入国を拒否された外国人の人数

が１４１人を記録したという。この記

録は、６月１６日から８月１５日の期

間中に、ＮＡＩＡの第１ターミナルと

第２ターミナルに到着した旅客を対象

としている。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

お 知 ら せ

【 新情報 】 
☆ 求人募集 

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 

旅行代理店フレンドシップ＆リゾー

トコーポレーションでは、求人募集

をしております。旅行に興味のある

方、コンピューター操作ができる方

は、岩崎までご連絡ください。 

 

住所 

3F Dusit Hotel Nikko Manila Ayala 

Center Makati city  

mailto:clubnews@philjpn.com
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連絡先 

電話番号：８４０－１０６０ 

Eメールアドレス： 

info@friendshipmanila.com

 

☆ Shakespeare translated 

フィリピン大学のシアターグループ 

Dulaang UP による舞台です。シェイク

スピア作の喜劇『お気に召すまま』を

英語版 As you like it とフィリピン

語版 Paano man ang ibig にて上演し

ます。 

 

日時： 

８月２９日（水）    午後７時（英語） 

８月３０日（木）    午後７時（英語） 

８月３１日（金）    午後７時（英語） 

９月０１日（土） 

午前１０時・午後３時（英語） 

９月０２日（日） 

午前１０時・午後３時（英語） 

９月０５日（水） 

午後７時（フィリピン語） 

９月０６日（木） 

午後７時（フィリピン語） 

９月０７日（金） 

午後７時（フィリピン語） 

９月０８日（土）午前１０時・ 

午後３時（フィリピン語） 

９月０９日（日）午前１０時・ 

午後３時（フィリピン語） 

９月１２日（水）  午後７時（英語） 

８月１３日（木）  午後７時（英語） 

８月１４日（金） 

午後７時（フィリピン語） 

９月１５日（土） 

午前１０時（フィリピン語） 

９月１５日（土）  午後３時（英語） 

９月１６日（日） 午前１０時（英語） 

９月１６日（日） 

午後３時（フィリピン語） 

 

場所：Wilfrido Guerrero Theater, UP 

 campus, Diliman, Quezon City 

連絡先：926-1349 / 433-7840 

 

☆ The Sound of 2 Feet Clapping 

フィリピンで も有名とされるマルチ

メディア・アーティスト Cesare A.X. 

Syjuco の作品展示会です。 

 

期間：８月２９日（水） 

～９月２０日（木） 

場所：Fashion Art, 24 K-D cor. K-1st 

 Kamuning, Quezon City 

連絡先：724-2629 

☆ Photoworks @ the Garage Batch 4 

New York Film Academy と New York 

Institute of Photography の研究者 

Mr. Leo Castillo による写真撮影のワ

ークショップです。すでに５００人の

カメラマンを送り出した実績のあるプ

ログラムです。 

 

日時： 

８月２９日（水）午後７時 

９月０５日（水）午後７時 

場所：The Garage, Jesuit 

 Communications Creative 

 Technologies Center, Seminary 

 Drive corner Arrupe road, Ateneo 

 de Manila, University Campus, 

 Quezon City 

連絡先：426-5971 

mailto:ktan@admu.edu.ph

 

☆ Hip Dance Studio  

Gymnastics Workshop 

初心者のためのジムナスティッククラ

ス開講です。ダンサー、チアリーダー

を目指す方にも基本的な動作を習得す

ることができます。 

 

期間：８月２９日（水） 

～１１月２４日（土） 

場所：Hip Dance Studio, 19 Dao 

 St.,Bgy.Quirino 3A, Project 3, 

 Quezon City 

連絡先：John G.Gaerlan 0920-5719103 

/ 435-5006 

mailto:johngym2006@yahoo.com

 

☆ Sugar-free Dreams 

シュガーフリーのケーキ、クッキー、

ブラウニーを、味はリッチそのまま、

低カロリーで提供します。 

 

期間：８月２９日（水）～３１日（金） 

場所：Sinfully Circles, Makati 

 Shangri-la, Ayala cor. Makati 

 Aves., Makati City 

連絡先：813-8888 

 

 

【 明日です 】 
 

● Filipino Artist Series II:  

Peter Porticos 

フィリピン文化センターのフィリピン

人アーティストシリーズ第二弾は、 

Peter Porticos です。２００５年オー

ストリアのザルツブルグで、

University Mozarteum の  Norman 

Shetler 教授のマスタークラスに在籍

した経歴を持ちます。 

Manila Philharmonic Orchestra や 

UST Symphony Orchestra でのソリスト

としての経験を積んでいます。 

 

日時：８月２９日（水） 

場所：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex, 

 Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：CCP Music Division 832-1125 

loc.1604/1605 

 

● 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２９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

 

● The 28th Manila  

International Book Fair 

第 ２ ８ 回 目 を 迎 え る  Manila 

International Book Fair です。フィ

リピン 大の本の博覧会です。 

 

期間：８月２９日（水）～９月２日（日）

午前１０時～午後８時 

場所：World Trade Center, WTCMM Bldg., 

 Financial Center Area, Roxas 

 Blvd., cor. Gil Puyat Ave., 

 Pasay City 

連絡先：896-0661 / 896-0682 

mailto:bookfair@primetradeasia.com

 
このコーナーに掲載ご希望の方は 

mailto: clubnews@philjpn.com
● Attending to My Stone 

石の彫刻家である Roberto Robles に

よる、作品展示会です。石彫刻は日本

と韓国で学んだ知識です。 

 までご連絡下さい。

 

期間：８月２９日（水）まで 

無料です。 

mailto:info@friendshipmanila.com
mailto:ktan@admu.edu.ph
mailto:johngym2006@yahoo.com
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:bookfair@primetradeasia.com
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場所：Galleria Duemila, 210 Loring 

 St., Pasay City 

連絡先：Mimi Santos 833-9815 / 

831-9990 

mailto:duemila@mydestiny.net

 

● Musubitsuki: Japanese Images  

and Thematics in Philippine Art 

フィリピン・日本国交回復５１周年記

念行事としてのフィリピン人アーティ

ストによる作品展示会です。テーマは 

Musubitsuki です。 

 

アーティスト：Arturo Luz, Manuel 

Baldemor, Jose Joya, Ben Cab, Lao 

Lianben 

 

期間：８月２９日（水） 

～１０月５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

 

● Damdam: Dimensions of Emotions 

海外の著名なアーティストによって異

なる人間の感情を捕えている肖像と風

俗画を展示します。 

 

期間：８月２９日（水） 

～９月２１日（火） 

場所：Metropolitan Museum Of Manila, 

 Bangko Sentral Ng Pilipinas 

 Complex, A. Mabini St., Roxas 

 Blvd., Manila 

523-7855 / 526-8985 / 524-5271 

mailto:art4all@info.com.ph

http://www.metmuseum.ph

 

● 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２９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

 

● 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２９日（水）～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 

 

● 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２９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２９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２９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２９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２９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２９日（水） 

～１２月３０日（日） 

場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St., Greenbelt Park, 

mailto:duemila@mydestiny.net
mailto:art4all@info.com.ph
http://www.metmuseum.ph/
mailto:art4all@info.com.ph
http://www.metmuseum.ph/
mailto:art4all@info.com.ph
http://www.metmuseum.ph/
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:pezseum@skyinet.net
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 Makati City 

連絡先：757-7117～21 

 

● 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２９日（水）～３１日（金） 

場所：FAB, Holiday Inn Galleria, 1 

 Asian Development Bank Ave., 

 Ortigas Center, Quezon City 

連絡先：633-7111 

 

● Box and Burn 

エアロビクスとキックボクシングを融

合させたトレーニングプログラム開始

です。筋力、筋緊張と持久力を向上さ

せて、体脂肪とストレスレベルを減ら

すことを目的とします。 

 

期間：８月２９日（水）～３１日（金） 

場所：Mandarin Oriental Health Club, 

 Mandarin Oriental Manila, 

 Makati Ave. cor. Paseo de Roxas 

 St., Makati City 

連 絡 先 ： Health Club 750-8888 

loc.2330/2331 

 

● Fundamentals of  

Bakery Production 

パン、パイ、クッキー、ケーキの焼き

方を学ぶワークショップです。 

参加者にはもれなくベーキングブック

を差し上げます。 

 

日時：８月２９日（水）３０日（木）

午後２時 

場所：The Maya Kitchen Culinary Arts 

 Center, A. Arnaiz Ave., Makati 

 City 

連絡先：Maya Kitchen 892-1185 / 

892-5011 loc.108 

 

● Wonderbooks   

新刊、古本、教科書や文房具のセール

です。 

 

日時：８月２９日（水）３０日（木）

３１日（金） 

場所：Park Square 1 Lobby, Ayala 

 Center, Makati City 

連絡先：752-7272   

 

● 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

 

● 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？ 】 
 

■ 韓国併合条約が公布され朝鮮 

総督府が設置される（１９１０） 

１９１０年（明治４３年）８月２９日、

韓国併合条約が公布され朝鮮に改名さ

れました。朝鮮半島を統治するために

日本が京城（現在のソウル特別市）の

景福宮の敷地内に朝鮮総督府が設置さ

れ、初代総督に寺内正毅（てらうち・

まさたけ）が就任しました。前身は韓

国統監府です。朝鮮総督は天皇に直隷

し、朝鮮における統帥権、立法権、行

政権、司法権を掌握、広大な権限を行

使しました。歴代総督はすべて陸海軍

の現役大将でした。朝鮮総督府には政

務総監、総督官房と５部（総務、内務、

度支、農商工、司法）が設置された他、

中枢院、警務総監部、裁判所、鉄道局

（朝鮮総督府鉄道）、専売局、地方行政

区画である道、府、郡など朝鮮の統治

機構全体を包含していました。朝鮮総

督の政策は日本の利益を 優先、満州

進出の基礎とすることを目的に、現地

文化には極めて否定的で朝鮮独立運動

を厳しく弾圧しました。 

 

 映画「南京の真実（仮題）」 

い 

 

画「南京の真実（仮題）」製作委員会

 

記については映画内クレジット 

す

 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

★

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

下

に お名前を表記させていただきま

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。 

 

mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
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【 １０口以上 】 映画内クレジット

 １００口以上 】 特別協賛として、

した皆さまには、

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。 

 

【

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

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「

製作委員

03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 

 

★

インターネット放

リニューアルのお知

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

 

 

★

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

賛会員：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

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 

会 事務局 

.jp

お問い合わせください。 

日本文化チャンネル桜 友の

（ 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、医者はカルテを 

くのか？ 

 

者が書くカルテは、一般にドイツ語

テに書く場合

 脳年齢が若返る漢字学習 】 

 水の中の生き物・ 

表す水族館④ 

 

の中で生活している動物をはじめ、

賊（いか） 

は「烏賊」、内臓を除い

【 明日の誕生花 】 
 

 明日、８月２９日の誕生花 

頭（けいとう） 

言葉 色あせぬ恋 

とりのトサカにそっくりなので鶏

名   ヒユ科の１年草 

 

■

外国語で書

医

か英語です。実は外国語でカルテを書

くのは単なる習慣で、日本語で書いて

もかまいません。にもかかわらず、医

者が外国語で書くのは次のようなメリ

ットがあるからです。 

例えば「風邪」も、カル

は、正式な医学用語で書かなければな

りませんが、これを日本語の医学用語

で書くと「非特異的上気道炎」となり

ます。その点、英語なら「common-cold」

と、ずっと簡単に書けてしまうのです。

それに病気によっては、ガンなど患者

に病名を知らせないほうがいい場合も

あり、カルテに日本語で書くと患者に

盗み見られてしまう恐れがあるからで

す。 

 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

 

【
 

■

漢字で

水

魚や貝など、水の中の様々な生き物を

紹介します。今日ご紹介するのは… 

 

烏

生きているもの

て乾燥させたものが「鯣（するめ）」で

す。ちなみに、烏賊の足のことは「げ

そ」といいます。 

 

 

■

 

鶏

Celosia cristata 

 

花

  

にわ

頭と名づけられました。花言葉の「色

あせぬ恋」は、燃えるような深く濃い

花色が情熱的だからといわれます。 

 

科

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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ま

月２９日生まれのあなたは・・・  

【 ことわざを学ぼう 】 

■ 長所は短所 

んしょ）（ことわざ）  

所に頼り過ぎると却（かえ）って失

 提灯に釣鐘 

りがね）（ことわざ） 

外見はどうあれ、中身が似ても似つ

語：雪と墨  月と鼈（すっぽん） 

一方が重い、即ち「片重い」で、片

【 知ってなるほど 】 
 

 「一点張り」とは 

！？ 

 

頑固一点張り」とか、「知らぬ存ぜぬ

の一点張り」と使われるように、ほか

の事を顧みず、思い込んだことを頑固

に押し通すことをいいます。これは博

から

た言葉です。１から６までのか紙札

院選挙で与党が

敗し、安倍首相は退陣要求があった

も拘わらず続投し、今回の内閣改造

トロマニラ   166 

カティ警察署  899-9008 

 

2553 

サイ地区    844-2120 

    923-0605 

★ 病院 

マニラ地区 

Philippine General Hospital 

nila Doctor’s Hospital 

 

92-5544 

San Juan Dios 

er 913-7397 

l Center723-0041 

Medical Center 723-0301 

ピン日本国大使館 

在マニラ日本国総領事館兼任） 

oxas Boulevard, Pasay  

ームページ 

栽培方法 実生で増やします。タネ

きは４～５月。発芽には高温を要しま

す。よく日の当たる排水のよい所を好

み、排水の悪い所での生育はよくあり

ません。開花期は７～９月。花壇、切

り花用として多く利用されます。  

 

８

手先が器用で創意工夫が得意です。工

芸、創作の道に進むと成功するでしょ

う。 

 

 

 

（ちょうしょはた

 

長

敗することがあります。長所も見方に

よると短所とも言えます。長所と短所

は裏表であるということです。 

 

 

■

（ちょうちんにつ

 

①

かないものの喩えです。また、ものご

とが釣り合わないことの喩えとしても

使われます。  

 

類

雲泥の差 

 

参考：提灯と釣鐘では、形は似ていて

も重さに格段の開きがあることからで

す。 

 

 

②

思いの洒落（しゃれ）としても使うこ

とがあります。 

 

 

■

博奕（ばくち）の用語から

「

奕の世界から転じた言葉です。 

 

テレビや映画に出てくる賭博場で「入

ります」といって懐に札を入れる博奕

を『手本引き』といい、この世界

出

を使い、６枚の札を懐に入れ、懐で札

を入れ替え、一番上にのせた札の番号

を当てるというものです。このとき、

ひとつの目を当てるのが一点張りで配

当も大きいのです。 

 

 

昨日、第二次安倍政権の内閣が発表さ

れました。７月の参議

大

に

後となった訳ですが、多くの問題を抱

えている中で、日本の政治は、どのよ

うになるのでしょうか。私は、政治に

全く興味がありませんが、今も昔も政

治家は、公約では国民の為と言っては

いますが、どうみても私利私欲に頑張

っているようでなりません。そうでは

ない方もいると思いますが、実際に、

国会のテレビ中継を見ていると、議長

を取り囲んでつかみ合いまでしている

ような政治家に、日本を委ねていると

思うと、ぞっとします。日本はどうな

ってしまうのでしょうか？（Ｈ．Ｋ） 

 

【 緊急サービス情報 】 

 

★ 警察 

メ

マカティ     168 

マ

 

★ 消防 

マニラ地区  527-3653

マカティ地区  818-5150,816-

パ

ケソン地区

 

521-8450 

Manila Medical Center 

  523-8131 

Ma

524-3011 

マカティ地区

Makati Medical Center 

815-9911,8

パサイ地区 

Hospital De 

831-9731 

 

ケソン地区 

Quezon City Medical Cent

De Los Santos Medica

St. Luke’s 

 

★ 在フィリ

（

編 集 部 よ り

住所：2627 R

City, Metro Manila, 1300, 

TEL：５５１－５７１０ 

FAX：５５１－５７８５ 

ホ

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 

ippines 

5-0287 

オ出張駐在官事務所 

uite B305 3rd Floor, Plaza de Luisa 

., Davao 

 外務省海外安全ホームページ： 

Blvd., Cebu City, Phill

電話：（032）25

 

★ 在ダバ

 S

Complex, 140R. Magsaysay Ave

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 

 

“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 


