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＜夜版＞ 

◆ ＳＫ選挙「ホット・スポット」  

４,５００カ所 

水曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ

は、今月後半に行われるバランガイ選

挙と青年評議員、ＳＫの選挙の懸念地

域、いわゆる「ホット・スポット」と

して４,５００ヶ所を特定した。 

 

◆ ８月の輸出 ４.８％減 

８月の商品輸出は、電子関係の需要が

減少したことを受けて、前年同月比４.

８％減の４０億ドルになったという。

水曜日、国家統計局、ＮＳＯが明らか

にした。前年比で輸出が減少したのは

２００６年１２月以来、初めてだとい

う。 

 

◆ ナイジェリア誘拐人質事件   

人質解放 

誘拐事件で人質となっていたフィリピ

ン人の電気技術者とコロンビア人の同

僚は、ナイジェリアの現地時間の火曜

日、マニラ時間の水曜日に解放された

という。 

 

 

 

◆ ネリ委員長 次回の 

上院聴聞会への出席が不確か 

全国ブロードバンド・ネットワーク、

ＮＢＮ契約に関する上院の聴聞会で爆

弾発言をした高等教育委員会、ＣＨＥ

Ｄのネリ委員長は水曜日、次回の聴聞

会への出席について、アロヨ大統領の

許可が必要になると発言した。ネリ委

員長は、選挙管理委員会のアバロス元

委員長が中国のＺＴＥ社側の代理人と

して、ＮＢＮプロジェクトの契約を承

認することと引き換えに賄賂を提供し

ようとしたと証言していた。 

 

◆ ネリ委員長  

ＮＢＮ関連書類は公文書 

高等教育委員会のネリ委員長は、元長

官を務めていた国家経済開発管理庁、

ＮＥＤＡの全国ブロードバンド・ネッ

トワーク、ＮＢＮ契約に関する書類を

提出する様にと求められた。しかしな

がら同長官は、これらの記録について

公文書であると説明した。 

 

◆ ケソン市 男性の射殺死体 発見 

水曜日の早朝、ケソン市パソンタモで、

警察官のバッジをつけた男性の遺体が

発見された。ラジオ放送局、ｄｚＭＭ

の報道によると、被害者は、梱包用テ

ープで両手を縛られており、心臓と左

側のこめかみに被弾した痕跡がみとめ

られるという。 

 

◆ パキアオ選手の母親  

ストレスで倒れる 

ボクシングの世界チャンピオン、マニ

ー・パキアオ選手の母親は火曜日の夜、

ジェネラル・サントス市の自宅で倒れ

て、セント・エリザベス病院に急送さ

れたという。ディオニシア・パキアオ

さんは、倒れる前に眩暈と呼吸困難に

陥ったと述べている。同病院の医師団

の見解によると、パキアオさんの倒れ

た原因は、ストレスによるものだとい

う。 

 

◆ 上院と大統領府との対立に懸念 

水曜日、ビアゾン上院議員は、国家経

済開発管理庁、ＮＥＤＡがＮＢＮプロ

ジェクトに関する書類の提出を拒否し

たことで、上院と大統領府との間に「深

刻な対立」が生じるだろうという懸念

を表明した。 
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート ￥＝Ｐ０．３６６８（↑）

      ＄＝Ｐ４３．９５ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７８０（↑）

      ＄＝Ｐ４４．３５ （↑）

※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 

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。 

E-mail：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） 

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 

E-mail：ftrc@pldtdsl.net   
E-mail：fstmn@pldtdsl.net

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで 

☆【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:pchelp.makati@gmail.com
http://winsmanila.com/pchelp/index.htm
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/


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/10/10                    - 2 - 
◆ 弾劾告発の破棄を求める  

‐ベルトラン下院議員 

比例代表政党アナックパウィス党選出

のベルトラン議員は水曜日、アロヨ大

統領派に属す人物による贈賄を持ちか

けられたと暴露した後、大統領に対す

る弾劾告発を破棄する様にと求めてい

る。「下院は、今回の偽物の弾劾告発に

費やす時間を無駄にせず、一刻も早く

ゴミ箱に投げ込むべきだ」ベルトラン

議員はこのように述べた。 

 

◆ 襲撃された 

ラジオ・キャスター 重体 

襲撃されたラジオ・キャスターのホ

セ・パントハさんは、腸と肝臓の一部

を貫通した腹部に留まっている銃弾、

少なくとも２発を取り除く難しい手術

を受けた。しかし、その翌日になって

も予断が許されない状態だという。イ

リガン療養病院で執刀した外科医が説

明した。 

 

＜午後版＞ 

◆ ＰＣＧＧ委員長 公金横領の疑惑 

大統領府行政規律委員会、ＰＣＧＧの

サビオ委員長は、大統領府汚職防止委

員会、ＰＡＧＣによって公金横領の容

疑に関する取り調べを受けているとい

う。 

 

◆ ＮＢＮ契約書の提出を拒否  

ＮＥＤＡ 

国家経済開発庁、ＮＥＤＡは、政府と

中国のＺＴＥ社との間で既に破棄され

た３億２,９００万ドルの全国ブロー

ドバンド・ネットワーク、ＮＢＮ契約

に関する書類を提出する様にと上院に

よって要請されていた。しかしながら

ＮＥＤＡは、機密書類であり大統領特

権によって保護されているとして提出

することを拒否した。 

 

 

◆ゲリラの勢力 弱体化している 

  －エスペロン参謀総長 

地方における反乱軍による攻撃が続い

ている 中、国軍のエスペロン参謀総

長は、共産主義の新人民軍、ＮＰＡ、

ならびにアル・カイダに繋がるアブ・

サヤフ・ゲリラの勢力が今年の上半期

に弱体してきたと指摘した。 

 

◆ エストラーダ前大統領の 

軟禁場所 検察側は反対せず 

火曜日、ビリヤ・イグナシオ特別検察

官は、エストラーダ前大統領が入院中

の母親の近くにいる為にサン・フアン

市北グリーンヒルズにある前大統領の

邸宅における自宅軟禁を計画し、要請

したとしても、反対するつもりは無い

と発言した。 

 

◆ 贈収賄容疑の弁護士 罪状を否定 

アロヨ大統領に対する 新の弾劾告発

を２００万ペソで容認する様にと野党

議員に持ちかけた「大統領府の工作員」

だとして名指しされたフランシス・ヴ

ェール弁護士は火曜日、この申し立て

を否定し、下院で行った特別演説の席

上で同議員を非難した。 

 

◆ 授乳用粉ミルクの広告  

ＯＫ ‐ 高裁判所 

火曜日、 高裁判所は、人工栄養ミル

クの販売促進と広告を禁止する保健省、

ＤＯＨを止める様に求めていたミルク

会社の申し立てを認める判決を言い渡

した。 

 

◆ マニラ市の大通り   

全て「駐車禁止」 

マニラ市にある全ての大通りは「駐車

禁止」区域になるという。これは西部

地区交通取締事務所のデラ・ロサ所長

が市内の交通渋滞を緩和する為に指示

したことによるものだという。デラ・

ロサ所長は同時に、青信号と赤信号の

間隔が短いことによって、かえって交

通渋滞となっていると、利用者から苦

情が出ていたロハス大通りの信号につ

いて、既に修理されたと発表した。 

 

◆ アギナルド基地  

雹（ひょう）が降る 

火曜日の午後、ケソン市サントランに

あるアギナルド基地で、激しい雷雨と

共に雹（ひょう）が降ったという。フ

ィリピン気象庁、通称パガサが発表し

た。 

 

◆ 従業員給与７０万ペソ  

武装犯に強奪される 

火曜日の午後、マニラ市トンドで人材

派遣会社の社長（５２歳）は、６人組

の武装犯に襲われ、従業員へ支給する

給与資金７０万ペソを奪われたという。

火曜日、マニラ市警察管轄本部が発表

した。 

 

◆ エストラーダ上院議員  

殺害脅迫を受ける 

火曜日、野党のジンゴイ・エストラー

ダ上院議員は、ＺＴＥ社のブロードバ

ンド契約を執拗に反対し、アロヨ大統

領を「アロヨ夫人」と呼んで批判して

いる事に関して、殺害を予告する脅迫

を受けていると発表した。地元のテレ

ビ局が報じた。 

 

（ 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

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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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 

 

☆ Music and Dance  

in the Royal Court 

チェロ演奏家として高名なルイジ・ボ

ッケリーニの曲と１８世紀スペインの

古典的なバレエの舞台です。 

 

日時：１０月１５日（月） 

場所：Carlos P. Romulo Auditorium, 

RCBC Plaza, Ayala Ave. cor. Sen. Gil 

Puyat Ave., Makati City 

連絡先：0928-4375150 

 

☆ The Spaceflower Show 

兄弟、従兄弟により結成されたファミ

リーバンド、The Spaceflower Show の

コンサートです。リズムギター、バス

ギター、パーカッション、トランペッ

ト、トロンボーン、アルトサクソフォ

ン を従えた大人のバンドです。  

 

日時：１０月１６日（火）午後９時 

場所：Magnet Cafe, 2nd Level 335 

AGCOR Bldg., Katipunan, Loyola 

Heights, Quezon City 

連絡先：435-2631 / 929-3191 

 

日時：１０月３１日（水）午後９時３

０分 

場所：70s Bistro, 46 Anonas St., 

 Project 2, Quezon City 

連絡先：434-3597 

 

☆ Cyberzone Techfair at The Block 

Sony, Samsung, Sharp, Electrolux, 

Panasonic, KenWood, SM Appliance 

Center から、 新のテクロノジー製品

が終結する、テクノフェアーです。入

場は無料です。 

 

期間：１０月２７日（土）まで  

場所：SM City North EDSA, North Ave. 

 cor. EDSA, Quezon City 

連絡先：John Reyes 0921-7985914 

E-mail:astro_gwapito95@yahoo.com

 

☆ Guilt-Free Sweet Temptations  

by Chef Juan Carlo Estagle 

シェフ Juan Carlo Estagle による、

低脂肪、低カロリーのケーキ講習会で

す。 

 

日時：１０月２２日（月） 

午前１０時～午後４時 

場所：Heny Sison School of Cake 

Decorating & Baking, 33 Boni 

Serrano Ave. cor. Sunrise Drive, 

Quezon City 

連絡先：726-5316 / 412-7792 

E-mail:henysison@pacific.net.ph

☆ IZOD: Pre-Holiday Sale 

多くのアメリカ、スポーツブランドの

生産で知られる IZOD による、 高７

０％オフのセールです。 

 

期間：１０月３０日（火）まで 

場所：Izod, Glorietta 2nd Level, 

 Glorietta 3, Ayala Center, 

 Makati City 

 

【 明日です 】 
 

● 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：１０月１１日（木）～３１日（水） 

場所：Cartwheel, Unit F, 218 Malinao 

 St., Bgy. Highway Hills, 

 Mandaluyong City 

連絡先：0922-4540021 / 0919-2043534  

E-mail： 

action@cartwheelfoundation.org

 

● Peace Of Paper by Tes Pasola  

and Tony Gonzales 

Tes Pasola と Tony Gonzales による、

ペーパーワークの展示会です。 

 

期間：１０月１１日（木）～１９日（金） 

場所：Alliance Total Gallery, 

 Alliance Francaise de Manille, 

 209 Nicanor Garcia St., Bel-Air 

 II, Makati City 

連絡先：Mr. Olivier Dintinger / Mr. 

Earl Parco, 895-7441 / 895-7585  

E-mail：odintinger@alliance.ph

● Onib Olmedo: Dimensions of Depth 

国内 高の表現主義アーティストとい

われる Onib Olmedo による絵画作品

展示会です。Alice Guillermo 教授が

所有する回顧展です。入場は無料です。 

 

期間：１０月１１日（木） 

～１１月８日（木） 

午前１０時～午後６時 

このコーナーに掲載ご希望の方は 

E-mail： 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:info@friendshipmanila.com
mailto:astro_gwapito95@yahoo.com
mailto:henysison@pacific.net.ph
mailto:action@cartwheelfoundation.org
mailto:odintinger@alliance.ph
mailto:clubnews@philjpn.com
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場所：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex, 

 Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：832-3702 

 

● My Friend, Onib Olmedo 

美術館 Galleria Duemila のオーナー

である Silvana Diaz のコレクション

です。１９７０年代中期から１９８０

年代にわたる、比喩的な表現主義派に

よる図面と絵の選集です。 

 

期間：１０月１１日（木）～２７日（土） 

場所：Metropolitan Museum Of Manila, 

 Bangko Sentral Ng Pilipinas 

 Complex, A. Mabini St., Roxas 

 Blvd., Manila 

連 絡 先 ： 523-7855 / 526-8985 / 

524-5271 

 

● Framing Architecture 

 by Paulo Alcazaren 

Paulo Alcazaren による、フィリピン

の近代建築に焦点をあてた写真展です。 

 

期間：１０月１１日（木）～３１日（水）

午前１０時～午後６時 

場所：RCBC Plaza, Ayala Avenue cor. 

 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City 

連絡先：Carla Martinez 889-1324  

E-mail：info@yuchengcomuseum.org

 

● Hybridity: Mark Lewis Higgins 

Mark Lewis Higgins による、歴史、宗

教、地理学、考古学から形成されるイ

メージの絵画展です。 

 

期間：１０月１１日（木）～２８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 loc.33 

 

● 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：１０月１１日（木）～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  

E-mail： 

abrina_programs@yuchengcomuseum.org

 

● 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：１０月１１日（木）～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 

E-mail：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：１０月１１日（木） 

～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 

 

● 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：１０月１１日（木）～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 

E-mail：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：１０月１１日（木） 

～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 

 

● Bharata-Natyam Dance Workshop 

舞踊・音楽・詩の融合した総合芸術と

いわれる、インド古典舞踊バラタナテ

ィアムのワークショップが開講されま

す。 

 

期間：１０月１１日（木） 

～１１月２８日（水） 

場所：DBC-ISAS Conservatory, 30 

 Balimbing St., Valle Verde I, 

 Pasig City 

連 絡 先 ： 671-2616 / 671-2630 / 

671-2632 

 

● Hip Dance Studio 

 Gymnastics Workshop 

初心者のためのジムナスティッククラ

 

「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@yuchengcomuseum.org
mailto:abrina_programs@yuchengcomuseum.org
mailto:art4all@info.com.ph
http://www.metmuseum.ph/
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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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：１０月１１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 

E-mail：johngym2006@yahoo.com

 

● Wonderbooks  

新刊、古本、教科書、文房具などのセ

ールです。 

 

期間：１０月１１日（木）～１４日（日） 

場所：Glorietta 2 Lobby, Ayala Center, 

 Makati City 

連絡先：Concierge Hotline 752-7272 / 

813-3396  

 

● 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。 

 

期間：１０月１１日（木） 

～１２月１３日（木） 

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 

 

 

 

 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ 明治十四年の政変が起こる 

（１８８１） 

１８８１年

（明治１４

年）１０月

１１日、御

前会議で立

憲政体方

針・開拓使

官有物払い

下げ中止・

大隈重信らの参

議罷免が決定し

ました。いわゆ

る明治十四年の

政変です。大久

保利通亡き後、

明治政府はプロ

シア流の君権主

義国家を目指す

伊藤・井上馨とイギリス流の立憲君主

国家を目指す大隈を中心に運営されて

いました。大隈は政府内にあって財政

政策を巡って松方正義らと対立してい

ました。また自由民権運動に同情を示

し、早期の憲法公布と国会の即時開設

を主張していました。開拓使長官の黒

田清隆が同郷の政商五代友厚に格安の

金額で官有物払下げを行うことが明る

みに出ると、政府への強い批判が起こ

り自由民権運動が盛り上がり、これを

政府は大隈と民権陣営が結託した上で

の陰謀と断じて大隈の追放を決定した

のです。これにより政府内にイギリス

流国家実現を唱える者はいなくなった

のです。 

 

 

 

 

 

 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

大隈重信 

★ 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。 

伊藤博文

全国草莽の皆さまの熱いご支援をお待

ちしております。 

 

「南京の真実」公式ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ
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

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  E-mail：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:johngym2006@yahoo.com
mailto:info@ch-sakura.jp
http://www.ch-sakura.jp/
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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 

E-mail：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 】 
 

■ ガス自殺した人の 

ガス代はどうなる？ 

 

ガス自殺をすると、当然多くのガスを

使うことになります。そのガス代は、

例えば自殺者が家族と一緒に住んでい

る場合は、その一家のガス代に含まれ

て徴収されることになります。 

 

一人暮らしの場合は、銀行口座からの

引き落としで、口座に預金が残ってい

ればそのまま引き落とされることにな

ります。既に口座が解約されていれば、

引き落とすことはできません。支払い

がなければ、やがてガスが止められる

ことになるだけで、ことがことだけに

ガス会社もしつこく支払いを求めるこ

とはありません。 

Ｓｏ－ＴＶﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

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

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 自分の身体が読めますか？④ 

 

身体の部位を示す言葉はたくさんあり

ますが、普段はひらがなで書き表され

る場合がほとんどです。ここでは特に

漢字で表記すると途端に読めなくなる

ことが多いものをそろえました。今日

ご紹介するのは・・・ 

 

蒙古斑（もうこはん） 

子供のお尻、腰、背中などにある青っ

ぽい斑紋（はんもん）で、大人になる

と消えます。ちなみに、白色人種や黒

色人種に蒙古斑が現れるのは非常に稀

です。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、１０月１１日の誕生花 

 

姫林檎（ひめりんご） 

Malus × cerasifera 

 

花言葉 名声・誘惑 

  

しい花は、はじめ淡紅色で満開時

名   バラ科の落葉低木 

で増やします。植え

愛ら

には白くなっていきます。花と実を観

賞するものでしたが、 近は食べられ

るものもあります。 

 

科

原産地  中国 

栽培方法 接ぎ木

付けは極寒期を除く１１～３月。日当

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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たりと排水がよく、耕土の深い保水力

に富んだ所を好みます。強い西日の当

たる所は嫌います。開花期は４月で、

果実は９～１１月に熟します。  

 

１０月１１日生まれのあなたは・・・  

【 ことわざを学ぼう 】 
 

 鉄は熱いうちに打て 

うて） 

） 

 

成長した後では教育効果が十分には

考：鉄製品は熱して軟らかいうちに

時機を失しないように処置をせよと

考：関心ややる気が薄らがないうち

・日対照語：Strike while the iron 

 手取り足取り 

とり）（慣用句） 

 

寧に教える様子、行き届いた世話を

例：新人を手取り足取り指導する。 

考：相手の手を取ったり、足を取っ

【 知ってなるほど 】 
 

 「め（眼）がねに適う（かなう）」 

 

と眼の二つの違いは花と華のように

めがねに適う」という熟語がありま

ールデンレトリバー犬が子猫の母親

 警察 

ラ   166 

008 

 消防 

  527-3653 

16-2553 

 病院 

 

eneral Hospital 

ical Center 

r’s Hospital 

区 

 Center 

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

文系、理系のどちらかというと理系の

タイプです。型破りの発想で、みんな

が驚くような大胆な仕事をしてのけま

す。運動神経も抜群、スポーツならな

んでも得意です。 

 

 

■

（てつはあついうちに

      （西洋のことわざ

①

上がらないから、柔軟性がある若いう

ちから鍛錬しておくべきであるという

ことです。 

 

参

鍛えて有用な形に作り上げることから

です。 

 

②

いうことです。 

 

参

に対策を立てないと後からでは問題に

されなくなる、と言う意味からです。 

 

英

is hot.  

 

 

■

（てとりあし

丁

することをいいます。 

 

用

 

参

たりして、丁寧に教える意味からです。 

 

 

 

 

 

 

■

を「眼鏡に適う」と書くのは 

        間違い！？ 

目

区別するのが難しいと言われます。『蝉

丸』（近松門左衛門作の人形浄瑠璃）法

華弥陀眼目の異名として、「目」といっ

たのは釈迦、「眼」といったのは阿弥陀

と出ています。 

 

「

すが、辞書なでにも書かれている「眼

鏡に適う」は間違いです。このときの

カネは尺度の意なので、漢字で書けば

曲尺・矩尺（かね）というところです。

社長の眼の尺度（ものさし）にかなっ

たということなのです。 

 

 

ゴ

代わりに母乳を与えるというニュース

がアメリカでありました。捨てられて

いた子猫を拾ってきて、哺乳瓶ミルク

を与えたが飲まなかった為に、１８ヶ

月前に出産した飼い犬が母性本能を目

覚めさせたそうです。すっかり子猫の

母親気取りになって、今まで以上に犬

も機嫌が良くなったそうです。たまに

違う動物同士で、子育てをするという

話はニュースにありますね。何処かの

国で、狼に育てられた人間の子供がい

たとかもききます。やっぱり、母親は

強いですね。皆さん、奥さんの尻に敷

かれていませんか。（Ｈ．Ｋ） 

 

【 緊急サービス情報 】 

 

★

メトロマニ

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9

 

★

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

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/

編 集 部 よ り

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

