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＜夜版＞ 

◆ アロヨ大統領訪米に備え  

警戒強化 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、アロ

ヨ大統領がニューヨーク訪問の為に出

発することに先立って警戒レベルを引

き上げたという。警戒レベルは火曜日

の午前８時に引き上げられた。 

 

◆ ７月の輸入  

前年同月比１４.３%増 

政府が火曜日に明らかにしたところに

よると、フィリピンの７月の輸入総額

は、前年同月比１４.３％上昇した。こ

れは前月６月の３.８％増よりも大幅

な増加率を記録した。輸入全体の半分

近くを占め、完成品としてもフィリピ

ンの主要な輸出品である電子部品の輸

入が前年同月比１２.８％増加したこ

となどによって、今年７月迄の貿易赤

字額は、１６億２９００万ドルに拡大

した。 

 

◆「国民による外交抗議」  

中国大使館 

火曜日の午前中、政治運動家団体らが

マカティ市にある中国大使館の前で

「国民による外交抗議」を展開し、フ

ィリピン政府と中国の国営公社、ＺＴ

Ｅ社との間で結ばれるＮＢＮ契約の支

持を撤回する様にと中国政府に対して

求めると同時に、フィリピン政府との

複数の農業協定を破棄する様にと要請

した。 

 

◆ 下院の予算審議を欠席  

‐選管委員長 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣのア

バロス委員長他５人の選管委員は火曜

日、下院で行われた選管の予算審議会

に出席しなかった。中国ＺＴＥ社との

３億２９４８万ドルの契約に疑惑が生

じていることから、アバロス委員長は

現在、水曜日に行われる上院の聴聞会

に出頭することを確認する為に、弁護

団と協議中だという。 

 

◆ ギマラス州 地滑り発生 

ギマラス州ヨルダン町で数日間続いた

大雨によって地滑りが発生し、少なく

とも１軒の民家が全壊したという。火

曜日、ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じ

た。 

 

◆ ネリ委員長の出席問題  

「急変にあらず」 

火曜日、大統領府は、フィリピン政府

と中国のＺＴＥ社が３億２９４０万ド

ルの契約を結んだことに関する上院の

調査に社会経済企画庁のネリ元長官が

出頭するか否かという疑問が勘違いか

ら生じたものであり、決して意見を急

変させた訳では無いと説明した。 

 

◆ シンガポール 正直ウェイトレス 

シンガポールのレストランで、インド

ネシア人の客がシンガポール・ドルで

１６,６００ドル相当、また、アメリ

カ・ドルにして１１,０００ドル相当を

入れた鞄を置き忘れたという。しかし

ながら、正直なフィリピン人のウェイ

トレスが置き忘れられた鞄を持ち主に

返したことから称讃されているという。

月曜日、外務省は、在シンガポールの

フィリピン大使、アノタ氏が、この正

直なウェイトレス、マリテス・ペレス・

ガラムさんに直接、面会して、正直な

行いを褒め讃えたと発表した。４歳の

子供を持つマリテスさんは、シンガポ

ールにあるインペリアル・ハーバル・

レストランで働くウェイトレスの主任

格を務めているという。 
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３８４０（↓）

      ＄＝Ｐ４５．００ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３９６５（→）

      ＄＝Ｐ４５．７０ （↑）

※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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◆ 退官のＰＮＰ長官 政府要職への

人事を希望 

１週間に満たない内に退官を控えたフ

ィリピン国家警察のカルデロン長官は

１０月１日に引退してからも何らかの

政府の職責に就くことが出来れば光栄

だと発言した。 

 

◆ 老ドライバー強盗殺人事件 

火曜日の未明、ケソン市プロジェクト

４で、６２歳のタクシー運転手がタク

シーの車内で死亡しているのが発見さ

れた。警察当局によると、この運転手

は、少なくとも３人の強盗に抵抗して

殺害された可能性があるとみられてい

るという。 

 

◆ 無条件恩赦処分 不正蓄財の 

没収が無い －プノ長官 

無条件の恩赦処分を受けるということ

は、エストラーダ前大統領が獲得した

とされている不正蓄財の没収が出来な

くなることを意味するという。サンデ

ィガンバヤン公務員特別裁判所は、国

の勝訴として不正蓄財１０億ペソ相当

の没収を求めている。火曜日、内務自

治省のプノ長官は、リサール州タナイ

にあるエストラーダ前大統領の別荘で、

前大統領と協議することになる無条件

恩赦処分の提案について、この様に解

釈していると発言した。不正蓄財の中

には、ケソン市にある周知の「ボラカ

イ・マンション」が含まれている。 

 

＜午後版＞ 

◆ ネリ委員長  

大統領の訪米に同行せず 

月曜日の夜、高等教育委員会のネリ委

員長は、火曜日に訪米するアロヨ大統

領の一行に同行しないと地元テレビ局

のニュース番組で発表した。 

 

 

 

◆ ネリ委員長  

上院ＮＢＮ調査に出席 

高等教育委員会のネリ委員長は水曜日

に行われる予定となっている３億２,

９００万ドル規模の全国ブロードバン

ド・ネットワーク・プロジェクトに関

する上院の調査に出席する為、マニラ

に留まることになるという。大統領府

は、ネリ委員長がアロヨ大統領の訪米

に同行しないことについて 終決定で

あることを確認した。 

 

◆ 次期ＰＮＰ長官   

ラソン氏が指名される 

アロヨ大統領は、１０月１日に退官す

るフィリピン国家警察、ＰＮＰのカル

デロン長官の後任として、ラソン長官

代理が引き継ぐことを発表した。 

 

◆ エストラーダ前大統領  

母親の看病を希望 

アロヨ大統領の恩赦処分に関する大統

領府の決定を待つ間、エストラーダ前

大統領は、危篤状態の母親の側にいら

れる様にする為に、一時的な自由を政

府当局に懇願している。月曜日、リサ

ール州タナイの別荘に拘留されている

エストラーダ前大統領は、自身の弁護

団に対して、高齢による肺炎やその他

の合併症、腹部動脈瘤によって危篤状

態となっている１０２歳の母親、マリ

ー・エヘルシトさんが今直ぐにでも死

亡する可能性があることから、前大統

領がサン・フアン・メディカル・セン

ターで母親を看病出来る様に、サンデ

ィガンバヤン公務員特別裁判所に緊急

再考を申し立てる様にと指示した。 

 

◆ ３７０万ドルの支援を決める  

 ‐ブッシュ大統領 

アメリカ合衆国のブッシュ大統領は、

アロヨ大統領によって要請されていた

スルー州ホロ島における空港と給水の

近代化について総額３７０万ドルの資

金援助を承認したという。月曜日、米

国のケニー大使が発表した。 

 

◆ 女児の遺体 強姦の痕跡無し 

ジェラルディン・パルマちゃんとみら

れる遺体の２度目の司法解剖を行った

法医学者は、この女児の遺体には強姦

されたことが示される形跡が無かった

と発表した。地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ 呪術医 刺殺される 

日曜日、マリキナ市で呪術医として評

判の男性が甥に刺されて死亡した。 

 

◆ 新手の窃盗手口  

中古車販売に注意 

月曜日、ケソン市警察管轄本部、ＱＣ

ＰＤは、自動車の窃盗団が新たな犯行

手口を使っているとして、市民に対し

て中古車の購入に警戒する様にと警告

した。韓国人男性がケソン市コモンウ

ェルス通りにあるスーパーマーケット

の駐車場に、購入したばかりの中古の

トヨタ・アルティスを駐車していたと

ころ、合鍵を利用して車が盗まれると

いう被害にあったことから、ケソン市

警察管轄本部のガトゥドゥラ本部長が

警告を発した。警察当局によると、中

古車の購入を考える人は、車両のプレ

ートやエンジン、並びにシャーシ番号

を調べて書類と一致するかを確認する

必要があるという。また、購入者は陸

運局、ＬＴＯにも照合を求めるべきだ

という。 

 

◆ ケソン市  ８時間の断水 

ケソン市の一部の地域では、９月２６

日水曜日の午後１０時から翌日の午前

６時まで、８時間に渡って断水となる

という。 

 

◆ 入国管理局拘留センター  

暴動発生 

月曜日、タギグ市ビクータンにある入

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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国管理局の拘留センターで、収容され

ているベトナム人男性が自身の拘留房

で死亡しているのが発見された。これ

を受けて、数人の外国人が暴動を起こ

したことで緊張が走ったという。地元

のテレビ局が報じた。 

 

◆ ブトゥアン市  

脳脊髄膜炎で２歳女児死亡 

月曜日、ブトゥアン市にある民間の病

院の医師団が明らかにしたところによ

ると、南アグサン州サン・フランシス

コ出身の２歳の女児が脳脊髄膜炎によ

り死亡したという。この女児は、ブト

ゥアン市のある病院に入院してから数

日後に死亡した。匿名を名乗った医師

達は、救命に 善を尽くしたが助けら

れなかったと説明した。 

 

（ 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

 

☆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 

 

☆ Pelikula 2007:  

The 6th Spanish and  

 Latin-American Film Festival  

マニラのセルバンテス文化センター主

催による、第６回を迎えるスペイン映

画・ラテンアメリカ映画祭です。 

 

期間：１０月２日（火）～１４日（日） 

場所：Greenbelt 3 Theaters, 

 Greenbelt Mall, Ayala Center, 

 Makati City 

連絡先：Instituto Cervantes Manila 

526-1482～85 

 

上映映画： 

  

題名：Blessed by Fire 

原題：Iluminados por el fuego  

邦題：火に照らされて 

製作：２００５年 

監督：Tristan Bauer  

出演：Gaston Pauls、Pablo Riva、Cesar 

Albarracin、他 

解説： 

2005年サン・セバスチャン映画祭審査

員特別賞  

2006 年トライベッカ映画祭 優秀作

品賞  

2006年ゴヤ賞 優秀作品賞  

主人公エステバン・レギサモンの記憶

を物語る。現在４０歳の彼は、まだ１

８歳だった１９８２年に兵士としてフ

ォークランド諸島へ送られた。仲間の

バルガスが自殺を図って以来、エステ

バンは、２人の新米兵士たち、バルガ

スともう１人の戦死した仲間フアンの

思い出に浸るようになった。そこには

戦争の恐怖だけでなく、戦友たちと分

かち合った友情の思い出も浮かんでく

る。エステバンの視線を通じて、彼ら

の人生が死へとゆっくりと沈んでいく

様子を明らかにする。そして彼は２０

年経って島を再訪し、自分の過去と出

会い、古い傷を埋めようとするのだっ

た。 

 

題名：The Night of the Sunflowers 

原題：La noche de los girasoles  

製作：２００６年 

監督：Jorge Sanchez-Cabezudo  

出演：Mariano Alameda、Celso Bugallo、

Nadia Casado、他  

解説： 

スペインのとある小さな村で起こる事

件。始めから終わりまでスリルを堪能

させてくれる。時間差でそれぞれの立

場から事件に絡んでくる撮り方がまる

でパズルをひとつひとつはめていくか

のような感覚。 お 知 ら せ 
 

題名：The Aura  

原題：El aura 

製作：２００５年 

監督：Fabian Bielinsky  

出演：Ricardo Darin、Dolores Fonzi、

Pablo Cedron、他  

解説 

ビジュアルな記憶力と、癲癇の持病を

持つ主人公は、趣味で犯罪を想像する

動物はく製師。妻に去られた翌日、親

しいハンターに連れ出された山中で、

現金輸送車の強奪を企む宿の主人を過

って射殺したことから、望まずして現

実の犯罪に巻き込まれる。ストーリー

は水曜日に始まり、次週の水曜日も変

わらず動物のはく製を作る主人公の姿

で終わる。一連の出来事は彼の想像だ

ったのか。 

 

題名：Utopia 

“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:clubnews@philjpn.com
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原題：Utopia 

邦題：ユートピア 

製作：２００３年 

監督：Maria Ripoll  

出演：Leonardo Sbaraglia、Najwa Nimri、

Tcheky Karyo、他 

解説： 

予知能力を持つ青年は孤児だった幼い

頃、予知能力のある人々が集まる"ユー

トピア"というグループに迎え入れら

れ、以来その能力を伸ばしていた。だ

が人々が死んでゆくのを傍観するばか

りで無力感に苛まれた彼は、心を閉ざ

して生きていた。そんなある日、彼は

父親代わりであるサムエルから"お前

の予知能力を悪夢に変えてはならない

"と諭される。彼には予知夢で見て以来

脳裏を離れない一人の女性の姿があっ

た。そしてサムエルの助言に従い、そ

の女性を探し出すため行動に出るのだ

った。   

 

題名：From the Sea 

原題：De profundis  

製作：２００６年 

監督：Miguelanxo Prado 

解説： 

スペインの漫画家による新作長編アニ

メーション。「メン・イン・ブラック－

アニメーション・シリーズ」や「探偵

モンターノの冒険」を手掛けた国際的

に活躍する漫画家で、彼の作品の中で、

この映画は初めての長編作品。 

 

題名：Midsummer Dream 

原題：El sueno de una noche de San 

Juan  

製作：２００５年 

監督：Angel de la Cruz、Manolo Gomez  

声の出演：Gabino Diego 、 Pedro 

Abrunhosa、他  

解説：真夏の夜の夢のスペイン版アニ

メ。 

 

題名：City in Heat  

原題：Ciudad en celo  

製作：２００６年 

監督：Hernan Gaffet  

出演：Betiana Blum、Julia Calvo、Julia 

Calvo、他 

解説： 

ブエノスアイレスのカフェが舞台のコ

メディ。春の訪れと同時に色めく町並

み、そしてカフェに毎日集まる男性陣

は色恋沙汰の話に花が咲く。みんな常

連客だ。妻を寝取られてしまった脚本

家、お墓で知り合った女性とひととき

の恋に落ちてしまった男･･･などなど

彼らの周りには、たくさんの問題が渦

巻いている。 

 

題名：Habana Blues  

原題：Habana Blues  

製作：２００５年 

監督：Benito Zambrano  

出演：Alberto Yoel、Roberto Sanmartin、

Yailene Sierra、他  

解説： 

ルイとティトはバンド仲間であり親友。

ミュージシャンとしてかつかつ生きる

若者がビッグになりたいと願うのは至

極当然のこと。しかし、芽が出るまで

に辛苦を嘗めるというのもまた、売れ

ないミュージシャンの常である。ルイ

とティトにも厳しい現実がのしかかっ

ている。 

 

題名：Otros dias vendran (Other Days 

Will Come)  

原題：Otros dias vendran 

製作：２００５年 

監督：Eduard Cortes  

出演：Cecilia Roth、Antonio Resines、

Fernando Guillen、他  

解説：成人映画。 

 

題名：The Secret Life of Words  

原題：La vida secreta de las palabras  

邦題：あなたになら言える秘密のこと 

製作：２００５年 

監督：Isabel Coixet  

出演：Sarah Polley、Tim Robbins、

Sverre Anker Ousdal、他  

解説： 

互いの秘密を打ち明けたとき、再生は

はじまる。カナダのとある町、誰とも

言葉を交わすことなく、ひたすら工場

で働くハンナがいた。ある日、働き過

ぎが問題となり無理やり１ヵ月の休暇

を取らされたハンナは、宛てもなく長

距離バスに乗り込む。旅先でひょんな

ことから、看護師を必要としている男

と出会った彼女は、海に浮かぶ油田掘

削所でジョゼフという男性の看護をす

ることになるのだった。 

 

題名：Semen, a love story  

原題：Semen, una historia de amor  

邦題：ザーメン、ある愛の物語 

製作：２００５年 

監督：Daniela Fejerman、Ines Paris 

出演：Ernesto Alterio、Leticia Dolera、

Hector Alterio、他 

解説： 

不妊治療の患者に恋した科学者が自分

の精液をこっそり使ってみるという内

容。 

 

題名：7 virgins  

原題：7 virgenes  

邦題：７人のバージン 

製作：２００５年 

監督：Alberto Rodriguez 

出演：Juan Jose Ballesta、Iride 

Barroso、Javier Berger、他 

解説： 

2005年サン・セバスチャン映画祭 

優秀男優賞、銀の貝殻賞受賞 / ゴヤ賞

優秀助演男優賞受賞  

南部の労働者が住む地区のある夏。矯

正施設にいる少年タノは、兄の結婚式

に参列するため 48 時間の外出を許可

される。その48時間の間に、彼は親友

と再会し、徹底的に楽しもうと、施設

では禁じられているすべてをやりつく

 

「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:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/09/25                    - 5 - 
そうとする。飲酒、盗み、恋愛…、つ

まり昔の生活へと逆戻り。思春期なら

ではのエネルギーで思いっきり自由を

謳歌する。しかし、施設外での時間が

経つにつれ、崩れていく地元の様子を

目の当たりにすることにもなる。家族、

恋、友情、すべてが変わってしまう。

48時間の外出許可が終わる頃には、タ

ノの自由は大人の世界への旅立ちに変

わるのだった。 

 

題名：Your Life in 65 

原題：Tu vida en 65 

製作：２００６年 

監督：Maria Ripoll  

出演：Javier Pereira、Marc Rodriguez、

Oriol Vila、他 

解説：  

３人の男の子たちが、ある日新聞で同

じ学校に通っていた男の子の死亡記事

を発見して・・・というところから話

は始まる。 

 

題名：Invisibles  

原題：Invisibles  

製作：２００７年 

監督：Mariano Barroso、Isabel Coixet、

Fernando Leon de Aranoa 、 Javier 

Corcuera、Wim Wenders 

解説： 

５人の監督の作品。国境なき医師団の

ドキュメンタリー。 

 

題名：Salvador  

原題：Salvador  

邦題：サルバドールの朝 

製作：２００６年 

監督：Manuel Huerga  

出演：Daniel Bruhl、Tristan Ulloa、

Leonardo Sbaraglia、他 

解説：  

フランコ政権末期のスペインを舞台に、

不当な裁判によって死刑判決を受けた

若きアナーキスト、サルバドールとそ

の家族や友人の戦いを描く社会派ドラ

マ。スペインのアカデミー賞と言われ

るゴヤ賞で１１部門にノミネートされ

た話題作。理不尽な運命の瞬間を待つ

主人公と、彼のために戦い続ける人々

の姿が感動を呼ぶ。 

 

題名：The Education of Fairies 

原題：La educacion de las hadas  

製作：２００６年 

監督：Jose Luis Cuerda  

出演：Ricardo Darin、Irene Jacob、

Bebe、他 

解説： 

玩具の発明を職にしながら、妻とその

連れ子８歳の男の子と共に一見幸せな

日々。ある日突然別れたいと言い出す

妻を目の前にするまでは。 

 

題名：DarkBlueAlmostBlack  

原題：Azul oscuro casi negro  

邦題：漆黒のような深い青 

製作：２００６年 

監督：Daniel Sanchez Arevalo  

出演：Quim Gutierrez、Marta Etura、

Antonio de la Torre、他  

解説： 

2007年ゴヤ賞新人監督賞、 優秀助演

男優賞、 優秀新人男優賞受賞 

脳梗塞で倒れた父を抱え、避けられな

い未来を何とか変えようともがく青年。

数年来、父のあとを継いで嫌々ながら

マンションの管理人として働き、父の

介護をし、大学の勉強も続けるが、望

むような転職は状況が許さない。しか

し絶望感に打ちのめされる中、刑務所

にいる兄を通じて知り合った女囚のパ

ウラと不思議な関係を築くことで、自

分が本当に望むことや、自分を縛り付

けているものが何かに気づいていく。"

漆黒のような深い青"とは、先の見えな

い未来を指し、光や見方によって私達

が見間違う色、見た目の印象とは異な

る真実を指している。 

 

題名：Family Law  

原題：Derecho de familia  

製作：２００６年 

監督：Daniel Burman  

出演：Daniel Hendler、Arturo Goetz、

Eloy Burman、他  

解説： 

主人公は、やり手弁護士の父に強いコ

ンプレックスを持つ大学教師のアリエ

ル。彼女サンドラとの間に子供ができ、

結婚したのはいいけれど、家では妻の

尻にしかれる日々。夫になり、父にな

っても、なかなか大人になりきれない。

そんな彼のもとに、ある日、偉大なる

父から連絡が入った。ダメ男君と彼を

とりまく家族のそこそこ幸せな人生を、

コミカルなタッチで描いたライト・コ

メディ。 

 

題名：Viva Cuba  

原題：Viva Cuba  

邦題：ビバ・キューバ 

製作：２００５年 

監督：Juan Carlos Cremata  

出演：Sara Cabrera、Luis Alberto 

Garcia、Pavel Garcia Valdes、他 

解説： 

実際にパイロットだった父親をテロの

犠牲で亡くしたカルロス監督は、現在

も横行するテロと映画『ビバ・キュー

バ』をめぐって、次のように発言して

います。「テロリストは私たちをを黙ら

せようとした。怖がらせようとした。

けれども私たちは一番得意な方法、映

画で “ビバ・キューバ（キューバばん

ざい）” と世界中で何度でも大きな声

で叫べる機会を獲得してしまった。子

供も大人も一緒に見られる映画を作り

たかった。 

 

題名：Los ultimos de Filipinas  

原題：Los ultimos de Filipinas  

製作：１９４５年 

監督：Antonio Roman  

出演：Armando Calvo、Jose Nieto、

Guillermo Marin、他 

解説：  

米西戦争の 中、スペイン分遣隊はフ

ィリピンで現地の人々が反乱を企てて

いるのを知る。スペイン人の粘り強さ

とヒロイズムを示すいくつかの事件を

描く。 

【 明日です 】 
 

● Elliot Yamin live in a concert!   

人気番組アメリカン・アイドルで第３

位に輝いた Elliott Yamin の来比モ

ールツアーです。 

デビューCD“Wait For You.” のプロ

モーションを行います。 

 

日時：９月２６日（水）午後７時 

場所：Ayala Mall, Cebu City 

 

日時：９月２９日（土）午後７時 

場所：Alabang Town Center, 

 Muntinlupa City 

 

連絡先： Customer Service Booth 

752-7272  

 

 

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。 
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● Filipino Artist Series III: 

 Denise Huang 

フィリピン文化センター主催、フィリ

ピン人アーティストシリーズ第３弾は、 

バイオリニスト Denise Huang です。 

ソリストとして、PREDIS Chamber 

Orchestra、 

Manila Youth Symphony Orchestra、

Manila Symphony Orchestra II、 

Philippine Philharmonic Orchestra 

に参加、国内の音楽コンクールでは 

ヤングアーティスト部門で全てのカテ

ゴリーで受賞をはたしました。 

楽曲は、ベートーヴェン、ラヴェル、

フィリピン人の作曲家によるものです。 

 

日時：９月２６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  

 

● 14th National Arts and  

Antiques Show 

第１４回を迎える、５００の企業家に

よるアンティークと芸術品の見本市で

す。骨董品、東洋の家具、コイン、切

手、美術工芸品、磁器製品、宝石、真

珠、観葉植物、革製品などが揃います。 

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月８日（月） 

場所：Prime Asia Trade Planners and 

Convention Organizer, Blue Men 

Bldg., 707 Urduja St., Barangay 

Vill., Sucat Rd., Paranaque City 

連絡先：820-3862～63 

 

● 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２６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

 

● Short Stories 

Lyra Abueg Garcellano による作品展

示会 Short Stories です。 

白黒のコントラストで描きます。 

期間：９月２６日（水） 

～１０月２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 

 

● Art For A Cause 

The Rotary Club of Makati Bel-Air 

(RCMBA) 主催による絵画展示会 "Art 

for a Cause" です。 

国際的なアーティスト、Juvenal Sanso, 

Federico Alcuaz, Mario Parial, 

Dominic Rubio, Lydia Velasco などの

作品です。  

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月４日（木） 

場所：Galerie Joaquin, 371 P. 

  Guevarra St. cor. Montessori Lane, 

  Addition Hills, San Juan 

連 絡 先 ： 723-9253 / 723-9418 / 

727-8182  

mailto:info@galeriejoaquin.com

 

● People I Know 

彼ら自身のスーパーヒーローは、明晰

な線ではあらわせず、概念的な力がキ

ャンパスに走り書きされます。 

 

期間：９月２６日（水）まで 

場所：Finale Art File, Rm 403, LaO 

 Centre, Corner Pasay Road and 

 Makati Ave., Makati City 

連絡先：813-2310 / 812-5034  

mailto:info@finaleartfile.com

 

● Praise to Nature 

Yuchengco Museum の伝統的な中国絵

画の教授である Tsai Shiu-Yuin によ

る、８回目を迎える作品展示会です。 

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月２０日（土） 

午前１０時～午後６時 

場所：Yuchengco Museum, Ground Level 

 RCBC Towers, Sen. Gil J Puyat 

 cor. Ayala Ave., Makati City 

入場料：P100 P50 P30 

連絡先：Elma Abrina 889-1234  

mailto:abrina_programs@yuchengcomu

seum.org

 

 

 

● I Giorni A La Notte 

 (The Days and Night) 

マニラを拠点に活動を続けるイタリア

人画家、Nino Quartana の作品展示会

です。同時に、陶芸家、ステージデザ

イナーでもあります。 

 

期間：９月２６日（水）～３０日（日） 

場所：Galleria Duemila, 210 Loring 

 St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9990 

mailto:duemila@mydestiny.net

 

● Ribs 

ビジュアル・アーティスト Ramon Diaz 

の 新作品展示会です。彼のお気に入

りのテーマである海の風景とボートが

今回のテーマです。 

 

期間：９月２６日（水）～３０日（日） 

場所：Galleria Duemila, 210 Loring 

 St., Pasay City 

連絡先：831-9990 / 833-9990 

mailto:duemila@mydestiny.net

 

● The Passing of Light 

メルボルンを基盤に活動を続けるカメ

ラマン Emmanuel Santos による写真

展です。ルネッサンス時代の聖書、律

法、コーランからの閃きを３８の作品

にあらわしています。 

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月２日（火） 

場所：Silverlens Gallery, 2320 

 Pasong Tamo Extension, 

 Makati City 

連絡先：816-0044 

 

● Pictorial Tales of Boracay 

Jay Alonzo による写真展示会です。白

い砂、青い海、穏やかな気候の中のボ

ラカイ島の住民たちをカメラにおさめ

ました。 

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月６日（土） 

午前９時～午後６時 

場所：The Alcove Perspective, 

 Filipinas Heritage Library, 

 Along Makati Ave., Ayala 

 Triangle, Makati City 

連絡先：892-1801 / 0917-5594417  

mailto:cruz.ct@ayalafoundation.org

 

 

mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:info@galeriejoaquin.com
mailto:info@finaleartfile.com
mailto:abrina_programs@yuchengcomuseum.org
mailto:abrina_programs@yuchengcomuseum.org
mailto:duemila@mydestiny.net
mailto:duemila@mydestiny.net
mailto:cruz.ct@ayalafoundation.org
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● Palate/Palette 

１９７８年風景画の個展から作品を発

表し続けるベテランアーティスト 

Claude Tayag の水彩画の作品展です。 

 

期間：９月２６日（水）～２８日（金） 

場所：Alliance Francaise de Manille, 

 209 Nicanor Garcia, Bel-Air II, 

 Makati City 

連 絡 先 ： Earl Parco 895-7441 / 

895-7585 

 

● 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２６日（水）～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

 

● 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２６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

 

● 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２６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

 

● 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２６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：９月２６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：９月２６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

 

● 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２６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 

 

● Rainy Day Madness 

うっとうしい雨季を乗り切る新しいフ

レーバー２種類「Orange Truffle 

Mocha」「Almond Butterscoth Freeze」

を期間中、全ブランチでお楽しみくだ

さい。 

 

期間：９月２６日（水）～３０日（日） 

 

場所：The Coffee Beanery, 46 Banawe 

 St. cor Ma. Clara, Sta Mesa 

 Heights, Quezon City 

連絡先：412-1742 

 

場所：The Coffee Beanery, Quezon Ave., 

 Quezon City 

連絡先：373-7280 

 

場所：The Coffee Beanery, Shangri-la, 

 5th Level, EDSA cor. Shaw Blvd., 

 Mandaluyong City 

連絡先：635-6087 / 635-6671～72 

 

場所：The Coffee Beanery, E. 

 Rodriguez Ave., Quezon City 

連絡先：413-3757 

 

場所：The Coffee Beanery, Don Antonio, 

 Cpmmonwealth Ave., Quezon City 

連絡先：931-5833 

 

場所：The Coffee Beanery, Robinsons 

 Place, No. 30 Edsa corner 

 Pioneer St., Mandaluyong City 

連絡先：687-0906 

 

mailto:vm_multimedia@yahoo.com
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
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場所：The Coffee Beanery, Metrowalk 

 Commercial Complex, Meralco 

 Ortigas Center, Pasig City 

連絡先：631-7025 / 633-4445 

 

● 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２６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

 

● Korean Film Fest 2007 

韓国大使館とフィリピン大学の Film 

Institute 共催による、 も成功を収

めたといわれる韓国のベスト５の映画

上映会です。入場は無料です。 

 

日時：９月２６日（水）２７日（木） 

場所：University of the Philippines 

 Film Institute, University of 

 the Philippines Plaridel Hall, 

 Ylanan Road, Diliman, Quezon 

 City 

連絡先：Patrick Campos 926-3640  

mailto:patrick.campos@gmail.com

 

● Shopping Spree Bazaar 

毎月恒例のファションアイテム中心の

バザーです。今月からクリスマスの製

品も取り揃えました。 

 

日時：９月２６日（水）２７日（木）

２８日（金） 

 午前９時～午後７時 

場所：GT Tower, 12th flr., Ayala ave. 

 cor. HV De La Costa st., Makati 

 city 

連 絡 先 ： 480-5667 / 633-7798 / 

0926-6941700 

 

● Love's Labor's Lost 

不朽の名作『ロミオとジュリエット』

の前年に書かれた、不滅のラヴ・スト

ーリーへのプレリュード『Love's 

Labor's Lost（恋の骨折り損）』恋愛王

シェイクスピアの黄金の恋愛律を 

Bert Guingona がフィリピン版で再現

します。 

 

期間：９月２６日（水） 

～１０月７日（日） 

場所：Onstage, Greenbelt 2nd Level, 

 Paseo de Roxas cor. Legaspi St., 

 Ayala Center, Makati City 

連 絡 先 ： Repertory Philippines 

887-0710 

 

● Belly Dancing 

プロのベリーダンス・ダンサーによる

妖艶なステージです。 

 

日時：９月２６日（水）午後１０時 

場所：Bollywood Bistro, Greenbelt 3, 

 Ayala Center, Makati City 

連絡先：757-3536 

 

● 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. Niño, Parañaque 

チケット：P3090  P2575  P2060 

P1545 P1236  

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ 第四艦隊事件が起こる（１９３５） 

１９３５年（昭和１０年）９月２６日、

海軍大演習のため臨時編成された第四

艦隊が演習海域に向う途中、岩手県三

陸沖で風速３５ｍ、波高１５ｍという

未曾有の大型台風に遭遇し、参加艦艇

の殆どが損傷しました。被害は日本海

軍が誇る特型駆逐艦に顕著で、「睦月」

は艦橋不圧壊、「初雪」「夕霧」は艦首

切断等の大きな被害が生じ、大自然の

猛威をまざまざと見せつけました。殉

難者５４名です。査問会で原因が検討

された結果、新鋭艦の損傷が大きいた

め、それらに大規模に使用された溶接

部の強度不足が主たる原因とされまし

た。現在では「太平洋における台風圏

の波浪に対する知識の不足からくる艦

体設計強度の問題」と考えられていま

す。さらにワシントン海軍軍縮条約及

びロンドン海軍軍縮条約からくる海軍

側の要求により、艦体をできるだけ軽

量化したため強度に余裕が無かった事

も要因に上げられます。 

艦首が切断「夕霧」 

 

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。 

圧壊「睦月」の艦橋

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

mailto:johngym2006@yahoo.com
mailto:patrick.campos@gmail.com
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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

映画「

す。 

南京の真実（仮題）」 

会  

TEL 

 

送 

らせ 

これまで ン

、チャン

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！ 

ての 
 

Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

 月～土 １０：００～１８：３０ ） 

ＦＡＸ

p

製作委員

03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 

 

★ So-TV スタート！ 

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

ぜひ、ご覧になってみてください！ 

 

 

★ Ｓｏ－ＴＶについ
お問い合わせはこちらまで！★

『

（

電話 ：03-6419-3900 

：03-3407-2263 

mailto:support@so-tv.j

★「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

を募集してお

会費 １万円/月 

集！！ 

pix/306.

ル桜 友の会」では、会員

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：

一般会員：会費 ２千円/月 

準会員 ：期間・金額不問 

会員募

http://www.ch-sakura.jp/to

html

「友の会」会員募集概要＆入会申込書 

sakura.jp/sakura/tomhttp://www.ch-

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） 

jp/sakura/tomhttp://www.ch-sakura.

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 】 

 クルマの自賠責保険は、 

なぜ 高３０００万円なのか？ 

ルマで人を轢き殺してしまえば補償

額は１億円がザラですが、強制加入が

義務付けられている自動車損害賠償責

高３０

００

ので、多くのドライバーは任意で高

保護を

的としています。受益者＝保険料の

間を通して寒暖の差が大きく、春夏

、さまざまな天気用語があります。

ない、

珍しい

するのは・・・ 

とも読みます。 

（きくいも） 

Helianthus tuberosus 

花言葉

  

 

■

 

ク

任保険（自賠責保険）では、

万円しか支払いが認められていな

い

額の保険に加入しています。 

 

自賠責保険とは１９５５年に制定され

た、いわば国家が保険者となっている

強制保険ですが、生命保険と違って保

険料を支払う人（ドライバー）のため

ではなく、交通事故の被害者の
Ｓｏ－ＴＶは、こちらから 

http://www.so-tv.jp/
目

支払い人なら高額の保険料をとって高

額の補償金額を支払うこともできます

が、交通事故の被害者は１銭も保険料

を払っていないので、保険料もアップ

できず、補償金額が小さいのです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 天気・自然  

漢字を見れば気候がわかる⑩ 

 

年

秋冬のはっきりした四季がある日本に

は

テレビの天気予報などでは聞か

用語まで紹介します。今日ご紹

介

 

旋風（つむじかぜ） 

「つむじ」は「渦（うず）のように巻

いているもの」という意味で、渦を巻

きながら吹き上がる風のことです。こ

の他に、「せんぷう」

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、９月２６日の誕生花 

 

菊芋

 陰徳 

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
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「きく」のような花を咲かせ、土中に

 

で、日当たりのよい所で、肥沃な

月２６日生まれのあなたは・・・  

のある表

るさが

 亭主の好きな赤烏帽子 

 

考： 

①烏 り

烏帽子は珍妙なものとされました。

または、

その

 

麻小笥 

（ていしゅのまえのみせおごけ） 

       （ことわざ） 

語：姑の前の見せ麻小笥  

亭主の前で、麻

笥を出して苧績（おうみ）の夜なべ

からの意

味で

②麻

 

 

 

旗降ろしの神事がありま

す。参拝者は旗のお札をもらい風当た

りの強いところに

社では境内に

部隊を識別するた

ついで幟です

警察に取り調べを受け、示談金と保

が、

本人が日本人を騙すことが多いフィ

ニラ地区  527-3653 

16-2553 

サイ地区    844-2120 

    923-0605 

ilippine General Hospital 

l 

カティ地区 

dical Center 

-5544 

e San Juan Dios 

y Medical Center 913-7397 

edical Center723-0041 

er 723-0301 

ン日本国大使館 

） 

 Roxas Boulevard, Pasay  

ty, Metro Manila, 1300, 

５７１０ 

イモをつけます。太陽に向かって咲く

性質があり、英名のジラソウルは、「太

陽に向かって走る」という意味です。

 

科名   キク科の多年草 

原産地  アメリカ中部のグレートプ

レーンズ（Great Plaines） 

栽培方法 塊茎、実生で増やします。

日本各地の空き地などに自生する帰化

植物

砂壌土を好みます。開花期は１０月。

草丈２ｍ前後で、飼料作物として利用

されます。  

 

９

活力にあふれ、いつでも張り

情をしています。プラス志向で行動も

積極的。気持ちのよいほどの明

あなたの魅力でしょう。誰からも好か

れる人です。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 
 

■

（ていしゅのすきなあかえぼし） 

         （ことわざ） 

主人が好むならどんな異様なものでも、

どんな悪趣味なものでも、家族はその

趣味に従わなければならないというこ

との喩えです。

 

参

帽子は普通黒塗りであり、赤塗

の

転じて変なものを好む性質、

ような人の喩えとされました。 

②「赤鰯」は、赤く錆びた鈍（なまく）

ら刀のことです。  

 

■ 亭主の前の見せ

  

亭主の前で嫁が勤勉な振りをして見せ

ること、また、人前で体裁だけ働き者

らしく振る舞うことの喩えです。 

 

類

参考： 

①嫁が、態（わざ）と

小

仕事をして見せるということ

す。 

小笥（おごけ）とは、細く裂いて

長くつないだ麻を入れておく円筒形の

器です。檜（ひのき）の薄板を曲げて

作ります。 

【 知ってなるほど 】
 

■ 「風林火山」の幟（のぼり）を 

尊師の旗というのは『孫子 

 （そんし）の兵法』から！？

 

佐賀県・中原町綾部にある八幡神社で

は７月１５日に旗揚げの神事を行い、

９月２５日に

立てておきます。こ

旗を立て、風によるの神

巻き方で吉凶を占ったといいます。 

 

め登場してくるのが、

。幟旗ともいい戦国旗に

時代にも使われています。武田信玄が

用いた「風林火山」の幟です。彼はこ

れに〝尊師の旗〟という名前をつけて

います。それはこの言葉が『孫子の兵

法』の中にあるからだそうです。 

 

タレントの長井秀和がフィリピンで１

７歳の少女にわいせつ行為をしたとし

て

釈金で総額１０００万円以上支払った

というニュースがありました。滞在中

のホテルに警察が現れて連行され、さ

らに日本人の通訳が登場と、完璧なセ

ットアップといえるでしょう。まあ、

自業自得といえるでしょうけれども、

やはり日本人が関係しているところ

日

リピンですね。何度も言うようですが、

観光や遊びでフィリピンに来られた時

は、日本人に十分注意してください。 

（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

マカティ地区  818-5150,8

パ

ケソン地区

 

★ 病院 

マニラ地区 

Ph

521-8450 

Manila Medical Center 

  523-8131 

Manila Doctor’s Hospita

524-3011 

マ

Makati Me

815-9911,892

パサイ地区 

Hospital D

831-9731 

 

ケソン地区 

Quezon Cit

De Los Santos M

St. Luke’s Medical Cent

 

★ 在フィリピ

（在マニラ日本国総領事館兼任

住所：2627

Ci

編 集 部 よ り

TEL：５５１－

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 

駐在官事務所 

140R. Magsaysay Ave., Davao 

ジ： 

電話：（032）255-0287 

 

★ 在ダバオ出張

 Suite B305 3rd Floor, Plaza de Luisa 

Complex, 

City 8000, Philippines 

電話：（082）221-3100 

 

★ 外務省海外安全ホームペー

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

 


