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＜夜版＞ 

◆ 全国的な先祖供養 

木曜日、万聖節と万霊節に伴い数百万

人のフィリピン国民は、先祖を敬い、

思い出を懐かしむ為に、それぞれの墓

地へと出向いた。水曜日の夜の時点に

おいて、数千人の市民が既に墓地に集

まり始め、多くの人々が墓地で一夜を

明かした。また、４連休を利用して地

方へ出かける人々もいた。アロヨ大統

領は木曜日の早朝、マニラ北墓地に眠

る父親、故ディオスダド・マカパガル

元大統領やトゥアゾン一族の霊廟に墓

参したという。 

 

◆ ケソン市墓地  

５千人以上が訪れる 

木曜日の午前中、万聖節の慣例行事で

ある墓参りの為に、ケソン市タンダ

ン・ソラにあるヒムラヤン・ピリピノ・

メモリアル・パークには５千人以上の

市民が先祖の墓参りに訪れたという。 

 

◆ パラニャケ市墓地 多数が墓参 

パラニャケ市にあるマニラ・メモリア

ル・パークでは、一足早く万聖節を過

ごそうとする大勢の市民が水曜日の夜

から一夜を過ごしたという。木曜日に

は数千人が墓参りに訪れた。 

 

◆ マニラ北墓地  

６０人以上の逮捕者 

木曜日、フィリピン全国で数百万人の

国民が万聖節と万霊節に伴い墓参りに

向かう中、警察当局は、マニラ北墓地

の構内で未成年を中心に少なくとも６

０人を逮捕した。警察当局の発表によ

ると、逮捕者の一部は、飲酒や賭博、

墓の上で踊るなどの行為をした一方、

マリファナを所持していた罪によって

逮捕された者もいたという。 

 

◆ 野党の新弾劾告発  

ジンゴイ上院議員は敬遠 

エストラーダ前大統領の息子にあたる

ジンゴイ・エストラーダ上院議員は、

議会が月曜日に再開し、より強固なア

ロヨ大統領に対する弾劾告発を野党が

計画していることを敬遠する立場をと

っているという。 

 

◆ ＭＭＤＡ  

交通整理要員５００人を配置 

マニラ首都圏では木曜日の万聖節にあ

わせて交通渋滞が予想されていること

から、マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭ

ＤＡは、マニラ首都圏にある墓地周辺

における交通渋滞を防ぐ為に、５００

人の交通整理要員を配置した。 

 

◆ 前大統領の墓参  警備強化 

特赦処分が科されたエストラーダ前大

統領の墓参りを見越して、サン・フア

ン市公営墓地では木曜日の早朝、警備

態勢を強化した。 

 

◆ トゥリヤハン橋 亀裂が発覚 

バレンズエラ市のガチャリアン市長は

水曜日、バレンズエラ市とマラボン市

の境にあるマッカーサー・ハイウェイ

にあるトゥリヤハン橋のアスファルト

に亀裂が生じていることを発覚したと

いう報告について懸念を表明した。ト

ゥリヤハン橋は 近、改修工事を完了

して通行が再開されたばかりだった。 

 

◆ コタバト市 スラム火災 

木曜日の午前１１時、コタバト市シン

スアット通りで火災が発生し、民家２

００軒が焼失した。焼け落ちた家の多

くは違法居住地帯の住民の住まいだっ

たという。 
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本日のレート 午後 4時現在 
 

銀行レート 休日の為、取引お休み 

     休日の為、取引お休み 

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７６０（↑）

      ＄＝Ｐ４３．４０ （↑）

※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/
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◆ セブ州とソルソゴン州   

船の転覆事故 

セブ州では乗り合いボートが転覆し、

ソルソゴン州では漁船が転覆したとい

う。この事故で３人の死亡が確認され

た他、６人が行方不明になっていると

いう。木曜日、沿岸警備隊、ＰＣＧが

発表した。 

 

＜午後版＞ 

 

◆ マカティ市長  

爆発事件の調査を命じる 

２週間ほど前に１１人が死亡し、１２

０人以上が負傷したグロリエタ２モー

ルで発生した爆発事件の捜査を終了す

るには、もう１週間必要だと当局が主

張する中、マカティ市のビナイ市長は、

独自に調査活動を命じる予定だという。 

 

◆ アロヨ大統領  

次期選挙は２０１０年 

水曜日、アロヨ大統領は、大統領に退

陣を求めるグループに対して、政府の

転覆を企てずに、大統領の任期が満了

する２０１０年を待つ様にと呼びかけ

た。アロヨ大統領は、次期選挙が憲法

によって２０１０年に制定されている

ことは明白であるという声明を発表し

た。 

 

◆ エストラーダ前大統領  

現在も野党所属  －マカティ市長 

エストラーダ前大統領派の野党連合、

ＧＯの党首を務めるマカティ市のビナ

イ市長の発言によると、エストラーダ

前大統領は現在も野党に所属し、「貧民、

真実と正義」を擁護することにおいて

一致しているという。 

 

◆ 船員拉致事件 被害者の 

救出に全力を尽くす －外務省 

ソマリアで海賊に拉致されたフィリピ

ン人船員の１人、ラウリアノ・ラリー・

ビリヤヌエバさんの家族に対して、外

務省は、ビリヤヌエバさんと８人の同

僚の自由を確保する為、全力を尽くす

と保証した。 

 

◆ エストラーダ前大統領  

ＦＰＪの墓参り 

恩赦処分が科されたエストラーダ前大

統領は、かつての親友である故フェル

ナンド・ＦＰＪ・ポー・ジュニア氏の

墓参りの為に水曜日の夜、マニラ市の

北墓地に到着した。 

 

◆ ＬＰＧ価格 値上げ 

石油会社のトタル・ガス社とピリピナ

ス・シェル社は、木曜日から液化石油

ガス、ＬＰＧの価格を１キログラムあ

たり１.５ペソ引き上げると発表した。

これにより１１キログラムのＬＰＧタ

ンクの価格は、１６.５ペソ値上がりす

ることになる。 

 

◆ 密輸取り締り 連休中も継続  

－ＰＡＳＧ 

水曜日、大統領府密輸防止班、ＰＡＳ

Ｇは、密輸組織に対して、万聖節の大

型連休の期間中も密輸に対する取り締

りを継続していると警告した。 

 

◆ 港湾・空港・バスターミナル  

 厳重な警備態勢 

当局は、万聖節を地方で過ごす人が減

少している傾向にあっても、バス・タ

ーミナル周辺における厳重な警戒を実

施していると発表した。 

 

◆ ＭＭＤＡ 墓地周辺の歩道一掃 

マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡは

万聖節の前夜に、墓地周辺の歩道から

違法露天商を一掃する作戦を実施した。 

 

◆ カラー・コーディング停止  

ＭＭＤＡ 

水曜日、マニラ首都圏開発管理庁、Ｍ

ＭＤＡは、１１月１日と２日の車両通

行規制、いわゆるカラーコーディング

の施行を一時的に停止すると発表した。 

◆ 廃品回収業  

店内爆発事故 少年が死亡 

水曜日の午後、ケソン市バランガイ・

サン・アントニオにある廃品回収業の

店内で爆発事故が発生し、１２歳の少

年が死亡し、２人が負傷した。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

【 新情報 】 

る方は、岩崎

でご連絡ください。 

住所 :  

メール：info@friendshipmanila.com

 

☆ 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

ま

 

 3F Dusit Hotel Nikko Manila

 Ayala Center Makati city  

連絡先 電話番号：８４０－１０６０ 

E

 

☆ 求人募集 

３０代後半の営業社員を募集中。 

給与  額面 ８０，０００ペソ 

詳細は下記にご連絡

） 

会社

. 

住所  

X   ０４６－４３７－２７０８ 

英語の字

つき、入場は無料です。 

（土）午後６時 

下さい。 

（担当：青木

名 Philippine Advanced 

 Processing Technology Inc

Block15 Lot13 Phase3 

CEPZ Rosario Cavite 

電話  ０４６－４３７－２７０５、

FA

 

☆ Spanish Films, Saturdays 

The Instituto Cervantes 主催による

スペイン映画の上映会です。

幕

 

日時：１１月３日

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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題名：Cautiva  

英題：Captive 

製作：２００３年 

監督：Gaston Biraben  

出演：Barbara Lombardo、Susana Campos、

が、突然のこ

に少女は逃げ出す。 

（土）午後６時 

  

que Chappay、

ボ

リング場のピンボーイだった。 

日（土）午後６時 

s、Rita Cortese、

織りな

、混沌とした世界を描く。 

  .M. Kalaw St., 

絡先：526-1482～85 

elasquez〟のライブステージ

す。 

場

Roxas Blvd., Pasay City 

P 560 

絡先：TicketNet 911-5555 

☆

ee Featuring The 7 Deadly Sins 

による、

ァッションショーです。 

場

nter, Makati City 

500 

mail:kriska_ylagan@yahoo.com

Hugo Arana、他 

解説：１５歳の少女が通う敬虔なカト

リック学校に、裁判官が現れて彼女に

出生の秘密を打ち明ける

と

 

日時：１１月１０日

題名：Parapalos

英題：Pin Boy 

製作：２００４年 

監督：Ana Poliak  

出演：Adrian Suarez、Ro

Armando Quiroga、他  

解説：都会から田舎の町へ、いとこと

移り住んだ先でありついた仕事は、

ウ

 

日時：１１月１７

題名：Monobloc 

製作：２００４年 

監督：Luis Ortega 

出演：Graciela Borge

Carolina Fal、他  

解説：障害を持った娘、その母親と、

アパートの隣人、３人の女性が

す

 

場所：Salon de Actos, Instituto 

 Cervantes, 855 T

 Ermita, Manila 

連

 

☆ Ang Ating Musika 

その透き通った声で「魅惑のフィリピ

ーナ」の異名を持ち、アジア随一の歌

姫と言われる抜群の歌唱力を誇る〝

Regine V

で

 

日時： 

１１月０９日（金）午後８時３０分 

１１月１０日（土）午後８時３０分 

１１月１６日（金）午後８時３０分 

１１月１７日（土）午後８時３０分 

１１月２３日（金）午後８時３０分 

１１月２４日（土）午後８時３０分 

所：Aliw Theater, Star City, CCP 

 Complex, 

チケット： 

ＶＩＰ中央Ａ－Ｈ（指定席） P1680 

パトロン中央Ｉ－Ｔ（指定席）P1344 

パトロン両脇（指定席）   P 896 

下段ボックス中央（指定席） P 896 

下段ボックス両脇（指定席） 

連

 

 Human Trafficking: The Grand 

 Go-S

 

明日のトップモデル、人気タレントを

目指す学生や、ヤングアダルト

フ

 

日時： 

１１月０７日（水）午後９時 

１１月１４日（水）午後９時 

１１月２１日（水）午後９時 

１１月２８日（水）午後９時 

所：Temple Bar and Restaurant, 

 Greenbelt 2 1st Level, Estrella 

 St., Ayala Ce

チケット：P350 

連絡先：Kriska Ylagan 0916-4224

E-

 

la- Gudino  ☆ Badil

満ちあふれます。入場は無

です。 

場所 mplex, Roxas Blvd., Pasay 

絡先：832-3702 

期間：１

場所：

uezon City 

絡先：832-3702 

ゆ

種類の商品が揃うバザーです。 

１１月９日（金）～２１日（水）

場所 a Center, 

 Ocab 824-4337 / 

tlinksevents.com

Exhibits Ceramics Vessels 

Ma. Rita Badilla-Gudino による、初

の個展です。女性の子宮と地球の大地

での生活の自然の始まりを表現します。

粘土で表す作品は一貫して「全世界を

生じている」いろいろな時期に種から

果物まで育てられる新しい生命の豊か

な表現力に

料

 

期間：１１月２５日（日）まで 

：CCP Co

 City 

連

 

２月７日（金） 

～来年１月１５日（火）まで 

University of the Philippines, 

 Dilliman, Q

連

 

☆ Christmas Bazaar  

クリスマスを家族で祝うための、贈り

物、おもちゃ、家庭製品など、あら

る

 

期間：

まで 

：Gateway Mall, Aranet

 Cubao, Quezon City 

連絡先：Arlene

824-3247  

E-mail:arlene@grea

【 明日です 】 

 

● C

等、詳細はお問い合

せください。 

申込期日：１１月

申込

 

<イベント>

 

ALL FOR ENTRIES TO THE  

1ST NATIONAL BENTO COMPETITION 

The Japan Foundation, Manila と 

Shangri-La Plaza Mall 共催による第

１回 National Bento Competition が

開催されます。ただいま、出場者募集

中です。出場資格

わ

 

２日（金） 

～１２月７日（金） 

場所：Japan Foundation, Manila, 

 12/F Pacific Star Building, Sen. 

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:clubnews@philjpn.com
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 Gil Puyat cor. Makati Avenue, 

 Makati City 

Eメールでの申込：email@jfmo.org.ph

連絡先：The Japan Foundation, Manila 

1-6155～58 

覧会> 

労働者の現実を油絵で描

します。 

） 

場所 x, Roxas Blvd., 

先：CCP Visual arts 832-1125～

mail:daqthom@yahoo.com

81

 

<展示会・展

 

● Invincible 

Thomas Daquioag による４回目の個展

のテーマは、Invincible です。家族の

ため、国家のため、肉体労働をいとわ

ず働き続ける

写

 

期間：１１月２日（金）～１８日（日

：CCP Comple

 Manila 

連絡

39 

E-

 

● 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：１ 木）

場所

 

Pasay City 

絡先：832-3702 

● P

ピ

の巨匠たちの作品展示会です。 

 

rnando Zobel (1924-1984)  

期間：１１月２日

場所

k, 

ati City 

絡先：757-7117～21 

● Damian 

ものが市

に初めて公開されます。 

期間：１１月２

場所

, Greenbelt Park, 

絡先：757-7117～21 

 

ーンベ

ト内でお楽しみください。 

期間：１１月２日

～１２月３１日（月） 

belt 2 1st Level 

絡先：728-8895 

Level 

絡先：757-5209 / 757-5210 

場所 , 

round Level 

絡先：728-8801 

場所： osa, Greenbelt 3 3rd 

絡先：757-7811 

場所

757-5104 / 757-5105 / 

7-5154 

場所： ler, Greenbelt 3 

絡先：757-4802 

場所 serie, Greenbelt 2 

絡先：757-4749 / 757-2498 

場所

3rd Level 

絡先：729-6071 

場所： vel 3,  

絡先：728-8036 

ィナー

もにご賞味いただけます。 

 

場所：

, Makati Ave., Makati 

絡先：750-8888 

のワークショップが開講されま

。 

） 

場所

 

１月２日（金）～８日（

午前１０時～午後６時 

：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex,

 Roxas Blvd., 

連

 

ioneers of Philippine Art: 

 Transnationalism in the Late 

       19th-20th Century 

１９世紀～２０世紀の偉大なフィリ

ン

 

アーティスト：Juan Luna (1857-1899), 

Fernando Amorsolo (1892-1972),

Fe

 

（金） 

～来年１月６日（日） 

：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St., Greenbelt Par

 Ayala Center, Mak

連

 

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

民

 

日（金） 

～１２月３０日（日） 

：Ayala Museum, Makati Ave. cor. 

 De La Rosa St.

 Makati City 

連

 

<グルメ情報>

 

● The Tasting Room 

マカティのおしゃれな新名所グリーン

ベルトにて、才能溢れるシェフたちに

よる創作新メニューをお手軽な値段で

提供します。美食ツアーをグリ

ル

 

（金） 

 

場所：Mezze, Green

連

 

場所：Kai, Greenbelt 2 Ground 

連

 

：Max Brenner Chocolate Bar

 Greenbelt 3 G

連

 

Capricci

 Level 

連

 

：Bubba Gump Shrimp Co. 

 Restaurant and Market, 

 Greenbelt 3 2nd Level 

連 絡 先 ：

75

 

Mr. Rockefel

 2nd Level 

連

 

：Bizu Patis

 1st Level 

連

 

：Fuzion Smoothie Cafe, 

 Greenbelt 3, 

連

 

Bed Space, Le

Greenbelt 3 

連

 

● A Hairy Crab Indulgence 

エキゾティックな毛ガニの料理をアラ

カルトメニューで、ランチ・デ

と

 

期間：１１月２日（金）～１８日（日）

Tin Hau, Mandarin Oriental 

 Manila

 City 

連

 

<習い事> 

● 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

す

 

期間：１１月２日（金）～２８日（水

：DBC-ISAS Conservatory, 30 

 

「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
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 Balimbing St., Valle Verde I, 

671-2616 / 671-2630 / 

1-2632 

● Hip Dance 

な動作を習得す

ことができます。 

） 

場所

no 3A, Project 3, 

 G.Gaerlan 0920-5719103 

mail:johngym2006@yahoo.com

 Pasig City 

連 絡 先 ：

67

 

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

る

 

期間：１１月２日（金）～２４日（土

：Hip Dance Studio, 19 Dao 

 St.,Bgy.Quiri

 Quezon City 

連絡先：John

/ 435-5006 

E-

 

<お買い得情報> 

● 14t

す。1500以上の店が出展します。 

場所：  

e., Greenhills, 

絡先：826-8162 / 820-3862 

 

ジミュ

ジカル First Name です。 

期間：１１月２

場所

絡先：Trumpets 631-7252 / 635-4478 

 Disneys Cinderella     

語がベースのミュージカルです。 

月２日（金）～１２月１３

場所

 

P361 P309 P258     

87-0710     

cketWorld 891-9999  

 Wanders   

ュージカル仕立

のステージです。 

期間：１２月２９

 

場所

., Brgy. 

ñ

090  P2575  P2060 

絡先：TicketWorld 891-9999 

 明日は何の日？ 】 

■

謀叛の疑いで謀殺する（１５５７） 

当時の信長の居城

ある尾張国清洲城に誘い出されて謀

 

 映画「南京の真実（仮題）」 

募っております。 

国草莽の皆さまの熱いご支援をお待

をお掛けいたしますが、

 

h Philippine Toys, Gifts, 

 Houseware and Christmas 

         Decors Fair 

クリスマスのためのおもちゃ、ギフト、

家庭用品、デコレーションのバーゲン

で

 

期間：１１月２日（金）～５日（月） 

Greenhills Shopping Complex,

 Ortigas Av

 San Juan 

連

 

<演劇・舞台>

 

● First Name 

劇団 Trumpets による、若い年代の観

客のための、モールでのステー

ー

 

日（金） 

～１２月１４日（金） 

：SM Mall of Asia  (Center Stage), 

 Central Business Park, Bay 

 Blvd., Bay City, Pasay City 

連

 

●

 

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

 

期間：１１

日（木） 

：Onstage, Greenbelt1 2nd Level, 

 Paseo de Roxas cor. Legaspi St.,

 Ayala Center, Makati City 

チケット：

連絡先： 

Onstage 752-7862     

Repertory Philippines 8

Ti

 

●

 

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

て

 

日（土）まで  

毎週水・金・土曜日

：PAGCOR Grand Theater, PIRC 

 Bldg., Ninoy Aquino Ave

 Sto. Niño, Para aque 

チケット：P3

P1545 P1236  

連

 

【
 

 織田信長が弟の信行を 

 

弘治３年１１月２日（１５５７年１１

月２２日）、織田信長が弟信行を謀叛の

疑いで謀殺し、尾張の統一が本格化し

ました。「うつけ者」といわれた信長に

比べて信行は家中の評判もよく、父信

秀の死後は尾張国末森城と柴田勝家ら

家臣を受け継ぎました。信秀の葬儀に

おいては信長とは対照的に威儀を正し

た姿勢で臨み、「信長よりも信行を家督

相続者に」と推す声もあったほどの人

物でした。弘治２年、林秀貞らの策謀

もあって信行は信長と対立します。信

行は信長の台所入所領の横領などを行

い、信長方の名塚城を攻撃するなど、

関係はさらに悪化、やがて兄弟で抗争

するに至りますが、稲生原の合戦で大

敗し、信長・信行の生母である土田御

前のとりなしで降参して許されました。

しかし再び謀叛を企てたことが柴田勝

家の密告で露呈し、

で

殺されたのです。 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

からのお知らせ

★

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

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

全

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

「南京の真実」公式ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ
http://www.nankinnoshinjitsu.com

mailto:info@ch-sakura.jp
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お振り込み後に、表記の可否をご一報

 １０口以上 】 映画内クレジット

 特別協賛として、

画内クレジットにお名前を表記させ

つき映画「南京の真実（仮題）」 

ＶＤ を 1 枚進呈させていただきま

 

映画「南京の真実

L 03-5464-1937 

FAX 03-5464-1948 

 

★ So-T

なジャンルからの他チャンネル参入を

に新しく展開し

ひ、ご覧になってみてください！ 

★ Ｓｏ
お問い合わせはこちらまで！★ 

１８：３０ ） 

mail：support@so-tv.jp

ください。 

 

【

にお名前を表記させていただきます。 

 

【 １００口以上 】

映

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

Ｄ

す。 

（仮題）」 

製作委員会  

TE

 

V 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

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

ていくＳｏ－ＴＶ！ 

ぜ

 

 

－ＴＶについての 

 

『Ｓｏ－ＴＶ事務局』 

（ 月～土 １０：００～

電話 ：03-6419-3900 

ＦＡＸ：03-3407-2263 

E-

 

★「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

入会を心よりお待ち申しあげま

・金額不問 

kura.jp/topix/306.

ります。 

皆様の温かいご支援、ご協力を賜りた

く、ご

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

会員募集！！ 

http://www.ch-sa

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 】 
 

■ トイレットペーパーは、 

シングルとダブルでどっちが得？ 

 

全国家庭用薄紙工業組合連合会に調査

によれば、１回の用足しで使うトイレ

ットペーパーの平均的な量は、シング

ルの場合、小が８９㎝、大が１７７㎝

だそうです。ダブルの場合は、小が６

６㎝、大が１４６㎝です。では、どっ

ちが得なのでしょうか？ 

 Ｓｏ－ＴＶﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

http://www.so-tv.jp/ トイレットペーパーは、シングル６０

ｍ、ダブル３０ｍというものが圧倒的

に多く、どちらもメーカー標準価格は

ほぼ同じです。それぞれ大が何回でき

るかを計算してみると、シングルは約

３４回、ダブルは約２１回と、圧倒的

にシングルがお得です。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 読めないと気が重くなる！？ 

病名⑥ 

 

子供の頃に誰もがかかる病気や、その

仕事をしているがゆえにかかってしま

う職業病など、さまざまな病気を集め

ました。今日ご紹介するのは・・・ 

 

瘡蓋（かさぶた） 

これ以外に「痂」とも書き表します。

傷や腫れ物が治ってくると、上の部分

に薄い膜ができて、やがて赤黒い皮に

なります。この皮が瘡蓋です。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、１１月２日の誕生花 

 

背高泡立草（せいたかあわだちそう） 

Solidago altissima 

 

花言葉 生命力 

  

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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北米から日本に入ってきたのは明治３０

年ごろです。最初、切り花用だったもの

が、旺盛な繁殖力であっという間に野を

黄色く染めるようになりました。 

 

科名   キク科の多年草 

原産地  北アメリカ 

栽培方法 実生、株分けで増やします。

日本各地の空き地や土手、休耕田など

に自生する野草で、開花期は１０～１１

月、草丈２～３ｍにもなります。  

  

１１月２日生まれのあなたは・・・ 

かわいげのある性格で友人、知人から

愛される得な人です。うそをつかないし、

行動が明快で嫌なところがありません。

育ちのよさを感じさせてくれます。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 手を尽くす（てをつくす）（慣用句） 

 

あらゆる手段・方法をし尽くすことで

す。 

 

用例：八方手を尽くして、子猫を探し

回ったがみつからなかった。 

 

 

■ 手を付ける（てをつける）（慣用句） 

 

①ある事をし始める、着手する、また、

関わり合う、関係することです。 

 

用例：宿題に早く手を付けないと、夏

休みが終わってしまう。 

 

②使ってはいけないお金や、貯めてい

たお金を使い始める、消費する、使い

込むことです。 

 

用例：積立て金に手を付けてしまった。 

 

③食べ始める、箸（はし）を付けるこ

とです。 

 

例：用意された料理に手を付ける。 

 知ってなるほど 】 

 鮨（すし）とは飯の腐敗で生じる 

 

は唐時代に出来た料理法で、わが国

本における鮨の元祖といわれるのは、

日と明日、フィリピンは「万聖節」

 緊急サービス情報 】 

 警察 

ラ   166 

008 

  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

用

 

 

【
 

■

酸味の「酸（す）し」から！？ 

鮨

には平安初期に入ってきています。魚

介類を何日も飯と一緒に貯蔵し、飯の

腐敗から生じる酸味で、自然に魚介類

の味加減（旨味）をつくった食べ物で

す。鮨の漢字は中国からで、寿司は日

本でつくった当て字です。 

 

日

宝暦元年（１７５１年）以降にできた

鮨で、温かい飯と魚を交互に入れ、押

しをかけてならした一夜鮨です。それ

までの魚を数日漬けたものは古鮨（ふ

るずし）といいました。 

 

本

と「万霊節」で祝日となり、土、日を

合わせて4連休です。朝は、何時もと

違いとても静かでした。フィリピンの

多くの人々は、昨日ぐらいから、祖先

のお墓参りの為に田舎に帰り始めまし

た。そして、祖先のお墓の前で、夜な

夜な宴会をするそうです。ＰＨＩＬ－

ＪＡＰＡＮでは、本日、明日ともに皆

様の為に、ニュースを配信いたします

ので、どうぞご覧になってください。 

(Ｈ．Ｋ．） 

 

 

 

【

 

★

メトロマニ

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9

★ 消防 

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）編 集 部 よ り
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/

 

★ マニラ日本人会 

810-7909,815-3559 

 

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

