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＜夜版＞ 

◆ シソン氏逮捕 報復攻撃に備える 

元党員の殺害を命じた容疑でホセ・マ

リア・シソン容疑者がオランダで逮捕

されたことを受け、フィリピン政府は、

共産主義ゲリラによる報復攻撃に備え

警備を強化している。水曜日、当局が

明らかにした。同時に、アロヨ政権は、

オランダ政府と全面的な協力態勢をと

っているという。 

 

◆ ＮＤＦ シソン氏逮捕は 

アロヨ政権の共謀 

亡命中のフィリピン共産党の創始者、

ホセ・マリア・シソン氏をオランダで

逮捕する為に、アロヨ政権がヨーロッ

パ連合、ＥＵやオランダ政府、そして

米国と共謀しているという。水曜日、

国家民主主義前線、ＮＤＦが糾弾した。 

 

◆ 大統領府  高警備態勢 

水曜日の午前中、亡命中のオランダで

逮捕されたフィリピン共産党の創始者、

ホセ・マリア・シソン氏の支持者達に

よる報復攻撃が起こり得る可能性があ

るとして、大統領府の警備員達は非常

警戒態勢を命じられた。 

 

◆ ラグナ州の村長 襲撃され負傷 

火曜日の夜、ラグナ州パグサンハンで、

村長がオートバイに乗った武装犯によ

る待ち伏せ攻撃を受け負傷するという

事件が発生した。水曜日、ラジオ放送

局、ｄｚＭＭが報じた。 

 

◆ 弁護士団体   

テロ防止法の違憲判決を求める 

水曜日、弁護士団体は、 高裁判所に

対して、共和国法第９３８２号、いわ

ゆる人身安全保障法が憲法に反するも

のだという判決を求めると発表した。 

 

◆ ティポティポ   

現在もアブサヤフ潜伏か？ 

国軍による集中爆撃が開始されてから

数日が経過したが、過激派ゲリラ、ア

ブサヤフは現在もバシラン州ティポテ

ィポの２つの村に潜伏しているという。

水曜日、バシラン州警察本部長が発表

した。 

 

◆ 北イロコス州  司祭射殺事件 

火曜日の夜、北イロコス州ピニリ、シ

ティオ・ルボンの教会の近くで、司祭

が何者かによる銃撃を受けて射殺され

た。 

 

◆ ケソン市 家電修理店で火災 

水曜日の午前中、ケソン市コモンウェ

ルス通り沿いの監査委員会の建物の向

かいにある家電修理店で火災が発生し

た。この火災で２人が負傷したという。 

 

◆ イメルダ夫人   

２週間の渡航許可を申請 

イメルダ・マルコス元大統領夫人は、

サンディガンバヤン公務員特別裁判所

に対して、中国本土と香港への２週間

の渡航許可の申請を申し立てた。渡航

の理由は、膝と目の治療の為だという。 

 

◆ パガサンハン滝の観光  

一時停止  －エヘルシト町長 

水曜日、ラグナ州パグサンハンのエヘ

ルシト町長は、パグサンハン滝を観光

するボートを全面的に一時停止とした。

警察官の発表によると、町長のボート

観光の一時停止措置は、前日、パグサ

ンハン滝に連結する川の水位が急上昇

し、大勢の外国人や地元の観光客、並

びに船頭達が洞窟内に足止めされる事

故が発生したことによるものだという。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３９４５（↓）

      ＄＝Ｐ４６．７０ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．４０６０（↓）

      ＄＝Ｐ４６．７０ （↓）

※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。 

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＞ 

◆ ＣＰＰ創始者 オランダで逮捕 

フィリピン共産党、ＣＰＰの創始者、

ホセ・マリア・シソン氏が亡命先のオ

ランダで逮捕されたという。火曜日、

地元のテレビ局が報じた。シソン氏の

弁護人を務めるジャン・フェルモン弁

護士が報道陣に語ったところによると、

正式な罪状は、フィリピン国内におけ

る「殺人教唆」だという。 

 

◆ＮＰＡメンバー？  

行方不明の急進派政治運動家？ 

好戦的政治運動家による輸送団体が火

曜日に発表したところによると、犯罪

捜査探知班、ＣＩＤＧによってマスコ

ミに公開された新人民軍、ＮＰＡのメ

ンバーとみられる３人の内の１人は、

同団体のブラカン州における指導者の

１人で行方不明になっていたという。 

 

◆ 戦闘手当の引き上げ  

１２億ペソ拠出 

火曜日、アロヨ大統領は、国軍兵士の

戦闘手当引き上げに充当する為に、国

軍の備蓄から１２億ペソを拠出する様

にと命じた。 

 

◆ 国際和平監視団  

任務延長を許可 －政府 

フィリピン国家と国内 大のイスラム

教徒ゲリラ集団との一時的な停戦を監

督している国際和平監視団は、過去数

週間に及ぶ激戦が継続されているフィ

リピンの南部にある２つの島における

活動の延長を認められたという。 

 

◆ バシラン州の攻撃   

アブサヤフ２人が死亡 

火曜日、バシラン州では、国軍が攻撃

を激化させたことで、アブサヤフのメ

ンバー２人が死亡したという。ゲリラ

側に複数の負傷者が出た模様。地元の

テレビ局が報じた。 

◆ ＬＴＦＲＢ   

タクシーの領収書発行を義務づける 

陸運特権規制委員会、ＬＴＦＲＢは、

マニラ首都圏を走行している約２万６

千台のタクシーに対して、乗客の為に

正規領収書を発行する様にと義務づけ

る回覧規約の実施を予定しているとい

う。 

 

◆ ＭＷＳＳのＢＦホームズ 

上水システムを容認 －副大統領 

ノリ・デカストロ副大統領は、ＢＦホ

ームズ・パラニャケとラス・ピニャス

のＢＦホームズ・リゾートの住民に対

して、首都圏上下水道システム、ＭＷ

ＳＳが同分譲住宅地の水道システムを

引き受けることを強要する為に、マル

コス時代の法律を援用する様にと呼び

かけた。所有者で開発業者でもあるＢ

Ｆホームズ株式会社は、各家庭に対し

妥当な価格で充分な水を供給出来ずに

いるという。副大統領は、数千人のＢ

Ｆホームズ住人から同問題を解決する

為の支援が要請されたことに応じて、

この度の行動を起こした。 

 

◆ マニラ首都圏  

皆既月食は観測されなかった 

火曜日、国内の天文ファン達は、皆既

月食を一目見ようと、フィリピン大学

の観測所に押し掛けた。しかしながら

マニラ首都圏を始めとするルソン島の

大部分では、厚い雲が覆っていたこと

で、今回の珍しい天体ショーの観測が

妨げられた。皆既月食は午後５時５２

分から７時２２分まで続き、月食のピ

ークは午後６時３７分だったという。

マニラ首都圏での観測は出来なかった

が、セブ市やジェネラル・サントス市、

ザンボアンガ市、ダバオ市においては、

皆既月食の観測が出来たという。 

 

 

 

◆ ラグナ州   

１８人の観光客を救助 －警察官 

ラグナ州警察本部は、ラグナ州カビン

ティ、エル・プエブロ・サルバドール・

リゾートにあるパグサンハン滝付近の

洞窟に閉じ込められていた外国人とフ

ィリピン人の観光客１８人を救出した

という。火曜日、豪雨の為にパグサン

ハン川が増水したことで、日本人３人

を含む韓国人を中心とした観光客達は

午後４時から５時の間にかけて「デー

モン洞窟」の中に閉じ込められていた。 

 

◆ サン・フアン市川沿いの住民  

立ち退き命令 －ＭＭＤＡ 

サン・フアン川の川沿いに居住してい

る約３千世帯の住民に対して、今後２

～３ヶ月の期間中に立ち退かされ、近

郊各州に移転させられることになると

いう。火曜日、マニラ首都圏開発管理

庁、ＭＭＤＡが発表した。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 
☆ 求人募集 

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  

連絡先 

電話番号：８４０－１０６０ 

Eメールアドレス： 

info@friendshipmanila.com

 

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:info@friendshipmanila.com
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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☆ Spanish Films, Saturdays 

The Instituto Cervantes 主催による

スペイン映画の上映会です。英語の字

幕つき、入場は無料です。 

 

日時：９月１日（土）午後６時 

題名：The Things of Love 

原題：Las cosas del querer  

邦題：歌と踊りと恋のいざこざ 

製作：１９８９年 

監督：Jaime Chavarri 

出演：Angela Molina, Manuel Bandera, 

Susu Pecoraro 他 

解説：情熱的なスペイン女性を演じる

アンヘラ・モリーナの大胆な演技、そ

してスペイン No.1 の美男俳優と呼び

声の高いマリオ役のマヌエル・バンデ

ーラの美貌が、歌あり踊りありの色鮮

やかなスパニッシュ・レビュー・ショ

ーと相まって、スペインでは空前のヒ

ット作となった。 

 

日時：９月８日（土）午後６時 

題名：Buena vista social club  

原題：Ry Cooder & the Buena Vista 

Social Club 

邦題：ブエナ・ビスタ・ソシアル・ク

ラブ 

製作：１９９９年 

監督：Wim Wenders 

出演：Luis Barzaga, Joachim Cooder, 

Ry Cooder 他  

解説：作詞、プロデゥース、ギターリ

ストとしてアメリカで活躍している 

Ry Cooder の企画した７０年代キュー

バンサルサの再生を試みたロードムー

ビー。作品のタイトルとなっている 

Buena Vista Social Club は、今はな

き有名なクラブ、６０～７０年代にキ

ューバ音楽と踊りを愛する人々が集ま

った伝説的な場所。  

 

日時：９月１５日（土）午後６時 

題名：THE MILACRE OF CANDEAL 

原題：El milagro de Candeal 

邦題：カンデアルの奇跡 

製作：２００４年 

監督：Fernando Trueba 

出演：Carlinhos Brown, Bebo Valdes 

他 

解説：カルリーニョス・ブラウンを中

心にバイーアのミュージシャンが大挙、

出演するドキュメント映画。キューバ

生まれの85歳のピアニスト、ベボ・バ

ルデースがバイーア州サルヴァドール

のカンデアルを訪れカルリーニョス・

ブラウンと出会い、語り、ブラウンた

ちと共演する、という内容。 

 

日時：９月２２日（土）午後６時 

題名：Iberia 

原題：Iberia 

邦題：イベリア 魂のフラメンコ 

製作：２００５年 

監督：Carlos Saura 

出演：Sara Baras, Antonio Canales 他 

解説：「カルメン」「恋は魔術師」「タン

ゴ」など数々の傑作を世に送り出した

スペイン映画界の巨匠カルロス・サウ

ラ監督が贈る、華麗なるダンス・パフ

ォーマンスの決定版。フラメンコ、現

代舞踊、バレエ、クラシック音楽、ジ

ャズなど織り交ぜながら"官能"と"情

熱"が一体となった 高傑作。ホセ・ア

ントニオ（スペイン国立バレエ団芸術

監督）が振付を担当。 

 

場所：Salon de Actos, Instituto 

 Cervantes, 855 T.M. Kalaw St., 

 Ermita, Manila 

連絡先：526-1482～85 

 

☆ Bottomless wine for 500 pesos 

ワインプロモーション実施中です。月

曜日～金曜日、午後３時～８時まで、

５００ペソでワインのみ放題です。 

 

場所：Nuvo, Greenbelt 2, 1st Level, 

 Estrella St., Ayala Center, 

 Makati City 

連絡先：757-3698 / 757-3699 

 

☆ Shabu-shabu at Hao Fusion 

ビュッフェスタイルでお好みのしゃぶ

しゃぶが楽しめる『Hao Fusion 

restaurant』がマニラ・ベイサイドか

らアラバンのフェスティバル・スーパ

ーモールに移転しました。変わらぬス

タイルでご満足いただけます。 

 

場所：Hao Fusion restaurant, 

 Festival Supermall, Filinvest 

 Corporate City, Alabanag, 

 Muntinlupa City 

連絡先：850-3514 

 

☆ Super Bowl of China set meal 

月曜日から金曜日、午後３時からお得

なセットメニューをご用意しました。

３人以上でお越しのグループのみ、お

一人様１２０ペソで、メインメニュー、

ガーリックフライドライス、アイステ

ィーかレモネード、セサミボールかピ

ーナツブチのデザートまでお召し上が

り頂けます。 

 

場所：Super Bowl of China, Glorietta 

 4, 2nd Level, Ayala Center, 

 Makati City  

連絡先：757-4231 / 757-4592 

 

【 明日です 】 
 

● Jasduwit... Kyla! 

フィリピンでリズム・アンド・ブルー

スの若き女王と呼ばれる  

Kyla のコンサートです。 

 

日時：８月３０日（木）午後８時 

場所：Metro Bar, 47 West Ave., Quezon 

 City 

チケット：P250 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

● 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３０日（木） 

～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３０日（木）～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

 までご連絡下さい。無料です。 

mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:bookfair@primetradeasia.com
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● 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３０日（木） 

～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３０日（木） 

～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３０日（木） 

～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 

 

日時：８月３０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 

 

● 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３０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３０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３０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 

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３０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 

 

● 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。 

 

日時：８月３０日（木）３１日（金） 

場所：Sinfully Circles, Makati 

 Shangri-la, Ayala cor. Makati 

 Aves., Makati City 

連絡先：813-8888 

 

● 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。 

 

日時：８月３０日（木）３１日（金） 

場所：FAB, Holiday Inn Galleria, 1 

 Asian Development Bank Ave., 

 Ortigas Center, Quezon City 

連絡先：633-7111 

 

● 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。 

 

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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期間：８月３０日（木） 

～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

 

● 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。 

 

日時：８月３０日（木）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

 

● 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） 

８月０６日（木） 

午後７時（フィリピン語） 

８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 

 

● 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３０日（木）午後１１時 

９月０４日（火）午後１１時 

９月０６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？ 】 
 

■ マッカーサー元帥が 

厚木飛行場に到着する（１９４５） 

１９４５年

（昭和２０

年）８月３０

日、連合軍総

司令官ダグラ

ス・マッカー

サーの乗った

輸送機バター

ン号が厚木飛

行場に着陸しました。「メルボルンから

東京へ、長い道のりだった」と第一声

を放ち、このとき彼が細いコーンパイ

プを咥えてタラップを降りる写真はあ

まりにも有名です。占領軍はおよそ４

０万人が来日、マッカーサーの指導の

もと占領政策を実行、ＧＨＱは日本の

非軍事化と民主化を強力に推進します。

アメリカが も恐れていたのはこの敗

戦を契機に日本に共産主義革命が起き

ることでした。当時日本の敗戦が確実

となってきた段階でアメリカにとって

大の敵はソビエトだったのです。日

本国民に今まで敵国として憎んでいた

アメリカを魅力ある国と思わせる施策

が必要でした。そこで 初にとったの

がアメリカの豊かな物資を食う物も食

えず着る物も着れずにいた日本人の前

に見せつけることでした。 

 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

 

★ 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

mailto:johngym2006@yahoo.com
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.com
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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！！ 

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

ご不明な点ありましたら、お気軽に 

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、虫歯の治療は 

一回ではすまない？ 

歯科医の側の論理としては、虫歯を何

回にもわけて治療するのは、 

 

①虫歯の根元が炎症を起こしている場

合があり、こうなると虫歯を削って金

属などを詰めるというだけでは済まな

くなるから。 

②一度にすべての虫歯を治療してしま

うと、噛み合わせが悪くなることがあ

るから。様子を見ながら何回かにわけ

て治療する必要がある。 

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

 

また、一度に治療してしまうとそれだ

け時間もかかり、やってくる患者をさ

ばききれないというのも事実だという

ことです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 水の中の生き物・ 

漢字で表す水族館⑤ 

水の中で生活している動物をはじめ、

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… 

 

海星（ひとで） 

見た目が空に輝く星のようだから、「海

の星」と表すようになったといわれて

います。また、人の手にも似ているの

で「人手」と書くこともあります。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、８月３０日の誕生花 

蚊帳吊草（かやつりぐさ） 

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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Cyperus 

 

花言葉 伝統、歴史 

  

古代エジプトでは、この植物の茎から

パピルスをつくったといいます。紙だ

けでなく、種類によっては髪の香料に

も用いられるということです。 

 

科名   カヤツリグサ科の１年草 

原産地  アフリカ北部  

栽培方法 本州～九州の道端や、田畑

のあぜなどに自生する野草です。開花

期は８～１０月。三角の茎を両端から

ふたつに裂いてできた四角形が、蚊帳

（かや）を吊った形に似るところから

「蚊帳吊草」と呼ばれます。 

 

８月３０日生まれのあなたは・・・  

大人びた落ち着いた物腰が魅力的で、

いつもまわりから一目おかれています。

実力がありどんな時もスキをみせない

冷静さも持ち合わせています。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 提灯持ち 

（ちょうちんもち）（慣用句） 

他人の手先に使われてその人の長所を

吹聴して回ったりすること、頼まれも

しないのに他人を誉めたり宣伝したり

すること、またそれをする人のことを

いいます。 

 

類語：太鼓持ち  

 

参考：夜道や葬列などで、提灯を持っ

て一行の先頭に立つ役から出た言葉で

す。 

 

 

■ 蝶よ花よ 

（ちょうよはなよ）（慣用句） 

子供を、とくに娘をひととおりでなく、

非常に慈（いつく）しみ愛する様子の

喩えです。 

 

用例：蝶よ花よと育てられたせいか、

いささか高慢な性格になってしまった。 

 

類語：月よ花よ ちやほや  

 

 

【 知ってなるほど 】 
 

■ 幸福を招く「青い鳥」とは北米に 

棲息するルリコマドリの仲間！？ 

幸福な鳥、青い鳥を求めてチルチルと

ミチルの兄妹が長い旅をしたのち、そ

れを自分の家に見出すというのが童話

劇『青い鳥（ブルーバード）』です。こ

れを書いたのがベルギーのメーテルリ

ンクで、１８６２年８月２９日に生ま

れています。 

 

ブルーバード（blue bird）＜青い鳥→

幸福な鳥＞などどこにもいないことに

なっていますが、羽根の青いこの鳥は

ちゃんと北米に棲息しています。体長

１７センチほどになるルリコマドリ属

の小鳥で、鳴き声も美しいものです。 

 

ＭＬＢも終盤戦に突入しリーグ優勝、

ワイルドカード争いと、目が離せなく

なってきました。日本人選手の活躍も

気になるところですね。本日、松坂選

手が登板しましたが、ヤンキース相手

に５失点で負け投手になり、これで３

連敗を喫して１３勝１１敗になりまし

た。開幕時は、１８勝や２０勝は堅い

と前評判でしたが、残り試合を考える

と１５勝がやっとではないでしょうか。

１５勝は凄い事だと思いますが、毎試

合、点の取られ方は同じことの繰り返

しで、全然、修正して登板しているよ

うには思えません。１億ドルの選手の

名に恥じぬように、残り試合及び来年

以降も頑張って欲しいものですね。身

にしみて、ＭＬＢの厳しさを痛感した

のではないでしょうか。（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 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html

