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＜夜版＞ 

◆ バタアン原子力発電所  

専門家を視察に招聘 

フィリピン政府は、２３年間に及んで

未使用のままとなっているバタアン原

子力発電所、略してＢＮＰＰが現在も

使用可能なのかを見極める為に、アメ

リカの原子力専門家を招聘したという。 

 

◆ 第１四半期 ミンダナオ島 

北部への投資額４４億ペソ 

今年第１四半期のミンダナオ島北部へ

の投資額は、昨年同期の１７億ペソか

ら１５２％増加し４４億ペソになった

という。月曜日、国家経済開発管理庁、

ＮＥＤＡが明らかにした。 

 

◆ マカティ市長  

バランガイ選挙の延期案を支持 

日曜日、マカティ市のビナイ市長は、

選挙の実施資金が充分でないとして、

今年１０月に予定されていたバランガ

イ選挙と青年評議会の選挙を延期する

案を支持すると表明した。 

 

◆ マニラ首都圏  相次ぐ火災 

月曜日の早朝、カロオカン市とラス・

ピニャス市でいずれも火元不明の火災

が発生した。この火事による負傷者は

報告されていない。ラジオ放送局、ｄ

ｚＢＢが報じたところによると、カロ

オカン市の火災は午前６時１５分頃に

同市内のバグバギン地区ジェネラル・

ルイス通りのアラヤ・ランド構内で発

生した。一方、ラス・ピニャス市では

午前３時頃、住宅地で火災が発生した

という。 

 

◆ アブサヤフの誘拐計画  露見 

当選した自治体首長、実業家、マスコ

ミ関係者は、アブサヤフによる誘拐予

告を受けているという。関係者が明ら

かにした。 

 

◆ スルー州交通事故   

兵士８名負傷 

月曜日、スルー州パンリマ・エスティ

ノ町のガギル村の渓谷で、ワゴン車が

転落し、乗っていた国軍兵士８名が負

傷した。 

 

◆ 強盗容疑者２人 射殺される 

月曜日の未明、ケソン市にあるセイク

レッド・ハート・ビレッジで、車両強

盗容疑者２人が警察官と銃撃戦を展開

して射殺された。 

 

◆ 中国国防相  訪比 

フィリピンを「友好訪問中の」中国の

曹剛川国防相が月曜日、フィリピンの

国防関係者や軍事高官との会談を行っ

た。 

 

◆ エストラーダ前大統領の裁判  

証人が現れず 

エストラーダ前大統領の略奪罪の裁判

で証言を予定している人物による記者

会見が月曜日に開かれた。この人物は、

エストラーダ前大統領に対して、捏造

の証拠を利用するという大統領府の計

画の詳細を明らかにすると約束してい

たという。しかし、結局、この人物は、

記者会見の会場に現れなかった。 

 

◆ ピメンテル上院議員   

アバロス選管委員長に辞任要求 

「中国のＺＴＥ社による数十億ペソ規

模の融資問題で、同社との癒着が疑わ

れている選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣのアバロス委員長は、辞職して、

将来的な選管への更なる被害の拡大を

防ぐべきだ」月曜日、上院の少数党院

内総務、ピメンテル上院議員が発言し
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３８９１（↑）

      ＄＝Ｐ４６．１５ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．４００５（↑）

      ＄＝Ｐ４６．４５ （↑）

※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】 
☆【週末です】 
☆【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＞ 

◆ マニラ大司教 「ハロー・ 

ガルシ疑惑」調査再開に反対 

マニラ市のロサレス大司教は、古い問

題を再開する政治家の傾向がフィリピ

ンの前進を妨げているとして、「ハロ

ー・ガルシ疑惑」に関する上院議会に

おける再調査に反対すると発言した。 

 

◆ ＮＰＡ 基地を放棄 －国軍 

オランダでフィリピン共産党の創始者、

ホセ・マリア・シソン容疑者が逮捕さ

れたことを受けて、反政府武装勢力に

士気の低下がみられている模様。ミン

ドロ州やケソン州では、ゲリラ達が基

地から退去しているという。日曜日、

陸軍の司令官、ヤノ中将が発表した。 

 

◆ 陸軍 大規模の 

ＮＰＡ基地を制圧か？ 

国軍は、ルソン島中央部とタガログ地

方南部の境で、新人民軍、ＮＰＡゲリ

ラの「 大の拠点の１ヶ所」を制圧し

た。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた。 

 

◆ 「オランダ人への報復攻撃は無い」 

 －ＣＰＰ 

オランダ政府が自国民に対してフィリ

ピンへの渡航を自粛する様に促してい

る 中の日曜日、フィリピン共産党、

ＣＰＰは、オランダ国民に対して、Ｃ

ＰＰ傘下の武装組織、新人民軍、ＮＰ

Ａがオランダ国民に危害を与えること

は無いと保障した。 

 

◆ シソン氏への虐待行為  

－国際人権擁護団体 

日曜日、地元のテレビ局が入手した情

報によると、国際人権擁護団体は、オ

ランダ政府で同国内で収監されている

フィリピン共産党の創始者、ホセ・マ

リア・シソン容疑者に対して虐待して

いると主張している。 

 

◆ フィリピンへの投資  ２桁成長 

投資委員会、ＢＯＩとフィリピン経済

区管理庁、ＰＥＺＡは、製造業やサー

ビス分野における投資が活発になった

ことにより、今年１月から７月までの

投資が２８％伸張したことを発表した。

政府が主導する２つの投資促進機関で

管理している投資金額の合計は、前年

同期比２８％増の１,４９０億７千万

ペソだという。７月だけに限ってみて

も、投資契約額は１８８億２千万ペソ

に達し、２００６年同月の１６０億ペ

ソから１７.５２％増加している。 

 

◆ 暴行死のＵＰ大学生 遺体埋葬 

友愛会のしきたりである新人に対する

入会儀式の暴行によって死亡したフィ

リピン大学の 上級生、クリス・メン

デスさんの遺体は日曜日、ケソン州テ

ィアンの故郷に埋葬された。 

 

◆ 火災相次ぐ 

日曜日、マンダルーヨン市とマラボン

市で火災が発生した。この２件の火災

による被害額は３００万ペソ相当に上

るという。その他、少なくとも５人が

負傷している。 

 

◆ エストラーダ前大統領の 

恩赦処分 大統領府は沈黙 

エストラーダ前大統領の略奪罪に関す

る裁判で仮に有罪判決が言い渡された

としても、マニラ首都圏の住民の多く

は、アロヨ大統領による恩赦処分を望

んでいるという。この様な調査結果が

発表されたが大統領府はコメントを控

えている。７月１８日から２０日に実

施されたＳＷＳの調査によると、クラ

スＤ、またはＥの低所得者層を中心に

国民の約４８％が望んでいることは、

サンディガンバヤン公務員特別裁判所

によって略奪罪で有罪判決が下されて

も、その判決直後に、アロヨ大統領が

恩赦の処分を実行することが示された。

マニラ首都圏、並びにブラカン州、カ

ビテ州、ラグナ州、リサール州の回答

者６００人を対象とした同調査では、

同時に、エストラーダ前大統領が「し

ばらくしてから」恩赦を受けることを

３８％の人が希望し、１３％の回答者

は、いかなる恩赦処分に反対している

ことも示された。 

 

◆ マニラ市立学校  

麻薬撲滅運動を －リム市長 

マニラ市のリム市長は、同市における

麻薬撲滅キャンペーンをマニラ市立大

学構内にも拡大し、麻薬に手を出さな

い様にと、学生全員に対して呼びかけ

た。 

 

◆ 爆発物所持で逮捕された男  

訴追される 

人身保障法、略してＨＳＡ、いわゆる

テロ防止法に違反したことで訴追され

る１９歳の男が 初の被告として記録

されるという。日曜日、ラジオ放送局、

ｄｚＭＭが報じた。ビサヤ中部の犯罪

捜査探知班、ＣＩＤＧの法律顧問を務

めるデラ・セルナ氏によると、ヒナ・

ムサ、別名「ノイ・アンプアン」は、

同法律の規定に違反したとして訴追さ

れるという。山賊集団、アブサヤフの

メンバーとみられるムサ容疑者は先月、

セブ市で、スーパーフェリーに銃器と

爆薬を持ち込んだ容疑で逮捕された。

警察当局では、この容疑者がマニラ首

都圏における爆弾テロ攻撃を実施しよ

うとしてマニラに向かっている途中だ

ったとみている。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

 

 

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 
広告募集 

 

当欄の広告を募集しております 極真館 館長 盧山 初雄  支部長 桜井  清貴 
 Ａ枠（当サイズ）１ヶ月 P2,000

練習日：月、水、金曜日 pm7:30～9:00 土曜日 pm2:00～4:00  
お申し込みは、下記より 

clubnews@philjpn.com
ＴＥＬ：８８９－０１８３  E－mail：kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

Address：#7 UPS Building, Sen. Gil J. Puyat  Ave cor. Marconi 

         Street Makati City Philippines 

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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【 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

 

☆求人募集 

 ３０代後半の営業社員を募集してお

ります。 

給与  額面 ８０，０００ペソ 

詳しい内容に関しては、下記までご連

絡下さい。（担当：青木） 

  

会社名 Philippine Advanced 

 Processing Technology Inc. 

住所  Block15 Lot13 Phase3 

 CEPZ Rosario Cavite 

電話  ０４６－４３７－２７０５、

FAX   ０４６－４３７－２７０８ 

 

☆ Enoch: A Piano Concert 

アメリカを中心に活躍中のピアニスト 

Enoch Fernando による、Church of God 

Makati 建築基金プロジェクトコンサ

ートです。現在までにインドの貧困者

や世界の子供たちを援助するために４

０００以上のコンサートを開催してい

ます。 

 

日時：９月９日（日）午後７時 

場所：Philamlife Theater, Philamlife 

 Bldg., U.N. Ave., Manila 

チケット：P1500 P800 P500 P300 

連絡先：810-5366 

 

☆ Floy Quintos' Fluid 

The Ateneo de Manila University シ

アター・アーツ・シリーズ２００８の

新しいステージです。著名な脚本家で

ありディレクター Floy Quintos によ

る作品をフィリピンの舞台芸術の担う

若手俳優たちが演じます。 

 

日時： 

９月０４日（火）午後７時 

９月０５日（水）午後７時 

９月０６日（木）午後７時 

９月０７日（金）午後７時 

９月０８日（土）午後２時・午後７時 

９月０９日（日）午後２時・午後７時 

９月１１日（火）午後７時 

９月１２日（水）午後７時 

９月１３日（木）午後７時 

９月１４日（金）午後７時 

９月１５日（土）午後２時・午後７時 

９月１６日（日）午後２時・午後７時 

場所：Fine Arts Studio Theater, 

 Ateneo de Manila University, 

 Katipunan Ave., Loyola Heights, 

 Quezon City 

連絡先：Fine Arts Program 426-6001 

loc.5331 

 

☆ Boh Raan and Mai  

- Ancient Meets Modern 

写真家・マルチメディア・デザイナー

である Victor Michael Mariano によ

る作品展示会です。タイのアユタヤの

史跡、バンコクの歴史ある建造物を

新のデジタル技術であらわします。 

 

期間：９月４日（火）～３０日（日） 

場所：DPI Photo Center, 2nd Level 

 Astoria Plaza, 15 J. Escriva 

 Drive, Ortigas Center, Pasig City 

連絡先： Victor Michael Mariano 

0917-8397812 

mailto:vm_multimedia@yahoo.com

お 知 ら せ  

☆ Irish Bull of the Mother & Child 

Robert Langenegger による作品展示

会です。異なる芸術的なテーマと特徴

（静物、ヌード、景色、社会的リアリ

ズム）を断定して、互いに挑ませる作

品群です。 

 

期間：９月４日（火）～１１日（火） 

場所：Finale Art Gallery, SM MegaMall 

 4th Level, Bldg. A, Edsa cor. 

 Julia Vargas Ave., Mandaluyong 

 City 

連絡先：813-2310 / 812-5034  

mailto:info@finaleartfile.com

 

☆ Large, Live Shellfish  

豊富な海老、蟹、貝を存分にご賞味く

ださい。新しいメニューを取り揃えま

した。 

 

期間：９月４日（火）～１５日（土） 

場所：Tin Hau Restaurant, Mandarin 

 Oriental Hotel, Makati Ave., 

 Makati City 

連絡先：750-8888 

【 明日です 】 

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。

 

● 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：９月４日（火） 

～１０月３１日（水） 

場所：Cartwheel, Unit F, 218 Malinao 

 St., Bgy. Highway Hills, 

 Mandaluyong City 

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:info@friendshipmanila.com
mailto:vm_multimedia@yahoo.com
mailto:info@finaleartfile.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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連絡先：0922-4540021 / 0919-2043534  

mailto:action@cartwheelfoundation.

org

 

● 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：９月４日（火）～２０日（木） 

場所：Fashion Art, 24 K-D cor. K-1st 

 Kamuning, Quezon City 

連絡先：724-2629 

 

● 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：９月４日（火）～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：９月４日（火）～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：９月４日（火） 

～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

 

● 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：９月４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：９月４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：９月４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：９月４日（火）～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 

 

「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:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
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
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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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：９月４日（火）～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：９月４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 

 

● 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：９月４日（火） 

～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

 

 

● 国際サイレント映画祭  

日本、ドイツ、スペインの各機関が当

該国の代表的なサイレント映画を１本

ずつ出品し、フィリピン人音楽家によ

る生演奏と共に上映します。日本から

は『雄呂血』の上映およびマキリン・

アンサンブルによる演奏が行なわれま

す。 

Goethe-Institut Manila 、 Japan 

Foundation Manila 、 Instituto 

Cervantes の共催です。 

 

日時：９月４日（火）午後８時 

題名：The adventures of Prince Achmed 

原題：Die abenteuer des Prinzen 

Achmed 

邦題：アクメッド王子の冒険 

製作：ドイツ・１９２６年 

監督：Lotte Reiniger 

解説： 

 

世界初の長編影絵アニメーション。魔

法使いが連れて来た空飛ぶ馬に乗せら

れてしまったアクメッド王子の世界を

股にかけた冒険が始まる。 

 

場所：Greenbelt 3 Cinema 2, Ayala 

 Center, Makati City 

連絡先：The Japan Foundation, Manila 

811-6155～58  

 

● 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：９月４日（火）６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？ 】 

■ サンフランシスコ講和会議が 

開催される（１９５１） 

サンフランシスコ平和条約に署名する 
吉田茂主席全権と全権委員 

１９５１年（昭和２６年）９月４日、

サンフランシスコのオペラハウスで開

かれた講和会議で、５１ヶ国の代表を

前に米国大統領トルーマンはこう挨拶

しました。『今後、われわれの間に勝者

と敗者の区別を一切なくして、お互い

に平和を希求する仲間同士になるため

に、すべての悪意と憎しみをすてさろ

うではないか。』この講和会議において、

米国は日本に国際社会での「威厳と平

等と機会」とを与えようとしていまし

た。条約の作成者、米国のジョン・フ

ォスター・ダレスは、これを「和解と

信頼の講和」と呼びました。トルーマ

ンの挨拶をわずか６年間のポツダム宣

言の次のような一節と比較して見ると、

日本に対する見方が１８０度変わって

いることが分かります。『日本国国民を

欺瞞し之をして世界征服の挙に出づる

の過誤を犯しめたる者の権力及勢力は

永久に除去せられざるべからず。』 

 

★ 映画「南京の真実（仮題）」 

製作支援のお願い 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

 

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 

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 

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「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
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

mailto:johngym2006@yahoo.com
mailto:info@ch-sakura.jp
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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

 

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、一杯飲み屋の 

ちょうちんは赤いのか？ 

人間の心身は色の影響を受けやすく、

例えば胃液の分泌や食欲も色によって

左右されますが、胃液の分泌をよくし

食欲を増進させるのが、波長の長い暖

色系の色、つまり赤というわけです。 

 

それが証拠に、ハンバーガーなどのフ

ァストフード店の看板にも、たいてい

赤やオレンジなどの暖色系の色が使用

されています。ちょうちんや看板だけ

でなく、テーブルクロスや食堂のカー

テンも赤系統の色にすると、料理がお

いしそうに見えます。 
Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

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

 

【 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⑧ 

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… 

 

秋刀魚（さんま） 

身体が細く、刀のようだから「秋刀魚」

と呼ばれています。普段は北太平洋に

住んでいますが、夏の終わりの頃から

南下を始め、秋には日本の沿岸にやっ

てきます。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
■ 明日、９月４日の誕生花 

 

モントブレチア（姫檜扇水仙） 

Crocosmia × crocosmiiflora 

 

花言葉 芳香 

 明るい花色の、夏から秋にかけて開花

する丈夫な花です。乾燥した花を湯に

ひたすと、すばらしい香りが漂うこと

から、花言葉は「芳香」です。 

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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科名   アヤメ科の多年草 

原産地  南アフリカ 

栽培方法 球根で増やします。植え付

けは３～４月。日当たりと排水のよい

所を好みますが、生育中は極度な乾燥

を嫌いますので、こまめに潅水するこ

とが必要です。性質は極めて強健で、

寒地以外では植えっ放しでも毎年よく

開花します。開花期は７～９月。草丈

１ｍ前後で切り花にもよく利用されま

す。  

 

９月４日生まれのあなたは・・・  

かなり闘争的な性格で、逆境におかれ

ると熱くなります。恋愛も同様、障害

があるほど夢中になるので、その障害

が取り除かれると急に熱が冷めてしま

うところがあります。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
 

■ 沈黙は金、雄弁は銀 

（ちんもくはきん、ゆうべんはぎん） 

        （西洋のことわざ） 

沈黙の方が、優れた弁舌よりも価値が

あるということです。時に、沈黙は雄

弁よりも説得力を持つことがあること

の喩えです。 

 

類語：言わぬが花 言わぬは言うに勝

る 

 

英・日対照語：Silence is golden.（古

代ギリシャ（紀元前４世紀）の政治家

デモステネスの演説から） 

 

参考：慣用的には「金＞銀」ですが、

当時のギリシャでは金よりも銀の方が

貴重で、価値のあるものだった（金＜

銀）とし、雄弁を推奨した言葉である

とする説もあります。 

 

 

■ 枕流漱石（ちんりゅうそうせき） 

（四字熟語） 

負け惜しみが強く、自分の誤りに屁理

屈を付けて言い逃れることです。 

 

類語：岩に漱ぐ 

故事：「世説新語－排調」・「晋書－孫楚

伝」  

中国、晋の孫楚（そんそ）が「石に枕

し流れに漱ぐ」を「石に漱ぎ流れに枕

す」と言い誤ったのを、「石に漱ぐ」は

歯を磨くため、「流れに枕す」は耳を洗

うためだとこじつけて弁解した。 

 

参考：夏目金之助のの筆名「漱石」は

ここからです。「流石（さすが）」もこ

こからです。  

 

 

【 知ってなるほど 】 
■ 「公冶長（こうやちょう）論語」 

と「三日坊主」、 

  どちらもすぐ飽きる！？ 

一つのことに飽きやすく、何をやって

も永続きしないことを三日坊主（みっ

かぼうず）といい、またそういう人の

ことを表します。いまもむかしも、勉

強をはじめてもすぐやめてしまう子供

のことに使われます。三日とは短時日

のことです。 

 

同じように「公冶長論語」があります。

これも飽きやすい事のたとえで、『論

語』を読み始め、学而（がくじ）編、

為政（いせい）編、八いつ編、里仁（り

じん）編まではいいのですが、公冶長

編に入るともう飽きてしまうというこ

とです。 

 

６９８０組のカップルが同時キスの世

界記録更新に挑戦のニュースがありま

した。以前にフィリピンでやっていた

事を思い出し調べたら、２００７年２

月にフィリピンが世界記録を更新した

と思っていたら、６月にはハンガリー

がさらに更新していたそうです。何で

もこの記録は、フィリピンとハンガリ

ーが競い合っている記録だそうでが、

そこにボスニアが割って入ってきたそ

うです。またまた数ヵ月後には、何処

なの国で記録が更新されるのですかね。

（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  

編 集 部 よ り 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/ 

 

★ マニラ日本人会  

810-7909,815-3559 

 

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/

