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＜夜版＞ 

◆ セブ州ロンダ町の町長護衛  

殺害事件 

木曜日の夜、セブ州ロンダ町のエステ

バン・シア町長の護衛２人がオートバ

イに乗った２人組の身元不明の武装犯

に撃たれ、１人が死亡し、もう１人が

負傷したという。警察当局が金曜日に

発表した。警察官の発表によると、死

亡したのは元国軍兵士のオルランド・

オガリオさんで、負傷した護衛は元警

察官のリト・ベルジドさんだという。

オガリオさんとベルジドさんは、公共

市場を出て道路を渡っているところを

待ち伏せ攻撃された。事件現場は、シ

ア町長の自宅から１００メートルしか

離れていない所だという。５２歳のオ

ガリオさんは、胸と背中の下部に被弾

して即死した。ベルジドさんは足の付

け根部分を撃たれたが命を取り留めて

セブ市内の病院へ急送された。 

 

◆ 職務を忠実に遂行する  

－マカランボン氏 

イリガン地方裁判所の判事を務めるマ

カランボン氏は、ＣＯＭＥＬＥＣの委

員長に任命されたことについて「非常

に喜ばしい」と述べ、ラクソン上院議

員に対して、チャンスを与えて欲しい

と要請した。「私は、ラクソン上院議員

に、チャンスを与えて欲しいと要請し

た。私は政治家になった経験も無いし、

政治家の親戚もいない」マカランボン

氏が金曜日の夜の電話インタビューで

明言したところによると、南ラナオ州

選出のマカランボン元下院議員は別の

町の出身であり、自身との親族関係が

無いという。「ラクソン上院議員に私の

働き振りを見てもらえれば疑いは晴れ

る。判事として優良な業績を持ち、選

管における職務を行う準備も出来てい

る。選管の重要人物となることを確信

している。地方裁判所で１８年間、判

事として勤めた様に、自分の判断を売

るようなことはせず、職務を忠実に遂

行する」マカランボン氏は、この様に

述べた。 

 

◆ エストラーダ前大統領の 

大理石の墓 

エストラーダ前大統領が「天国に一番

近い場所」として、のんびりとくつろ

げるリサール州タナイの別荘地が、同

氏の永眠の地として完璧な場所である

という。エストラーダ前大統領は３年

間拘束されていた期間中に、この１５

ヘクタールの土地に自分の墓を用意し

た。その結果、自分自身で選んだ方角

に地球色の大理石の墓石が建立された。

「私が何処に埋葬されるのかと家族や

親戚が論争することを解決する為に、

私自身の 終的な永眠の場所を用意し

た」エストラーダ前大統領は、現地新

聞社の電話によるインタビューで、こ

の様に発言した。 

 

◆ エストラーダ前大統領の 

恩赦処分 怒りが膨れる 

略奪容疑で有罪となったエストラーダ

前大統領がアロヨ大統領によって特赦

処分を科されたことについて、巷では

目立っていないがインターネット上で

は、憤慨する人々の意見が増加してい

るという。不当な行為に対する憤慨は、

Ｅメール送受信やオンライン上の書簡、

ブログ、そしてチャット等で広く流布

している。海外のフィリピン領事によ

る抗議集会は、オンライン上で組織さ

れている。怒りの矛先は、アロヨ大統

領の軽率な特赦処分の決断に限らず、

それを罪の意識や良心の呵責の表現も

無いままに、即座に受け入れたエスト
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銀行レート 休日の為、取引お休み 

     休日の為、取引お休み 
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※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
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● 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】 
☆【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: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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ラーダ前大統領にも向けられている。 

 

◆ ニュー・ビリビッド刑務所は 

パラダイス？ 

重い鉄格子さえなければ、この人口過

密状態の９ヘクタールの刑務所構内は、

非常に裕福な住民達が住まう小さなビ

レッジと言っても過言では無い。ニュ

ー・ビリビッド刑務所の 高度警備構

内の中心部は、「国際的な公園」の様だ。

食べ物の売店や電子部品の修理店、中

古品店やニッパ椰子の屋根に招かれて

１万１千人以上の囚人が退屈な時を過

ごしている。ミニ･パークの近くにある

遊園地は、刺青アーティストにとて完

璧な職場となっている。ここは、父親

に面会に来た子供達の立ち入りも受け

入れられている。一方には、コーヒー・

ショップとパン屋もある。囚人達は、

ここを自分達の「スターバックス」と

称し、コーヒーや焼き立てのパン・デ・

サールやパン・デ・ココ、かぼちゃや

チーズパン、ホットドッグ、ハンバー

ガーを２ペソから３ペソで楽しめると

いう。 

 

◆ 政治絡みの殺人事件   

８００人の被害者の遺族 

金曜日、万霊節に、フィリピン国内に

おいて政治絡みの殺人事件で殺害され

た８００人以上の被害者の遺族は、大

切な家族の一員を失った悲しみと正義

を求めた。被害者の内の１６０人は、

南部タガログ地方の出身者だという。 

 

◆ 陸軍 バヤン･ムナの 

スポークスマンを拘束 

日曜日、国軍は、サマール州の町で、

バヤン・ムナの東ビサヤ地区担当スポ

ークスマンを逮捕したという。逮捕さ

れたのは、フロール･アクボ氏で、サマ

ール州の東部にあるピナバクダオ町の

バランガイ・ドスで午後４時ごろ、国

軍兵士によって逮捕されたと、アクボ

氏の娘が語った。カトバロガン市に駐

屯する第６２歩兵旅団のポンス中佐は、

アクボ氏が国軍の監督下にあることを

認めたが、事情聴取の為に召喚しただ

けであると主張している。 

 

◆ マニラ首都圏の墓地  

祭事・ピクニック 

フィエスタ？カーニバル？昨日のマニ

ラ首都圏の墓地は、その両方が混ぜ合

わさったような様子だった。万霊節の

日は、他界した家族を懐かしむ日であ

るが、マニラ首都圏南部の墓地では、

フィエスタの様な趣だった。弔いの日

に、花や蝋燭、染められたヒヨコやお

もちゃのムカデを販売する露天商は不

要だ。綿菓子やハローキティの風船の

売り子が人々に呼びかけ、煎りピーナ

ッツやピザを売ったり、自転車でアイ

スクリームを売る者もいた。 

 

◆ バレンズエラの橋梁修理   

来週から開始 

公共事業幹線道路省、通称ＤＰＷＨに

よると、 近、修繕工事が完了して通

行を再開したトゥリヤハン橋の他に、

バレンズエラ市に別の橋を再構築する

予定だという。 

 

＜午後版＞ 

 

◆ 新選管委員長 任命  

－アロヨ大統領 

アロヨ大統領は、選挙管理委員会、通

称ＣＯＭＥＬＥＣの新しい委員長を指

名したという。大統領のスポークスマ

ンを務めるブンイェ報道長官が木曜日

に発表したところによると、大統領府

に提出された選管委員長の候補者名簿

からモスレメン・マカランボン氏がア

ロヨ大統領によって選ばれたという。

ブンイェ氏によると、大統領府の指名

決定はＣＯＭＥＬＥＣに送付されるこ

とになるという。 

◆ 新選管委員長の拒否をＣＡに 

求める －ラクソン上院議員 

木曜日、野党のラクソン上院議員は、

選挙管理委員会の長官としてモスレメ

ン・マカランボン氏が指名された件に

ついて批判的な発言をし、任命委員会、

ＣＡで同氏が候補となることを拒否す

る様にと求めた。ラクソン上院議員の

発言によると、マカランボン氏は、「ハ

ロー・ガルシ」の被保護者であり策士

として知られていること、また、アロ

ヨ大統領とガルシリアーノの一番のお

気に入りだという確かな情報を入手し

ているという。 

 

◆ 野党派下院議員  

ＵＮＯ弾劾告発の会議 

野党連合、ＵＮＯによって訴えられた

新たなる弾劾告発を是認することにつ

いて、法的な制限に直面した野党の下

院議員は月曜日に会合をもつという。

野党のカガヤン州選出のロドリゲス下

院議員は、下院少数党は、仮に報じら

れているデ・ベネシア下院議長の追放

計画が実際に行われた場合、可能性の

ある新任の下院議長は誰かということ

について論じ合うことになると発言し

た。 

 

◆ アロヨ大統領に強力な弾劾告発 

 －タマノ弁護士 

１１月５日に、より強力な弾劾告発が

アロヨ大統領に対して訴えられるとい

う。野党のタマノ弁護士が発表した。

ラジオ放送局、ｄｚＭＭのインタビュ

ーで、タマノ弁護士が発言したところ

によると、アロヨ大統領に対する弾劾

告発を申し立てたルエル・プリド弁護

士は、弾劾告発に関して野党に協力す

ると確約しているという。プリド弁護

士は１０月、アロヨ大統領に対して、

問題となった全国ブロードバンド・ネ

ットワーク・プロジェクト案件に関す

る弾劾告発を申し立てていた。 

 

 

財団法人極真奨学会 極真空手道連盟 
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

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 

mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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◆ 議会再開時  

デ･ベネシア氏は未だ議長である 

    －デフェンソール議員 

下院の多数党院内総務を務めるデフェ

ンソール下院議員が木曜日に発言した

ところによると、月曜日に下院で議会

が再開しても花火はあがらないという。

デフェンソール議員は、デ･ベネシア下

院議長が議長職から追放されるという

噂と相違する発言をした。デ･ベネシア

議長の追放問題は、同議長の息子が全

国ブロードバンド・ネットワーク・プ

ロジェクト案件の問題を暴露し、アロ

ヨ大統領を巻き込んだことによって影

響が及んだと言われている。 

 

◆ アロヨ大統領とデ･ベネシア下院議

長 友好関係 

アロヨ大統領とデ･ベネシア下院議長

との間における政治同盟は、強固であ

り、安易に崩壊するものではないとい

う。大統領府が木曜日、発表した。野

党派の議員達が独自に新たな下院議長

を入れ替え様としているという噂が流

れている。 

 

◆ デ･ベネシア下院議長 

  年内に追放か 

ホセ・デ・ベネシア下院議員の議長職

は未だ確保されているが期間は判らな

いという。与党のパラワン州選出ミト

ラ下院議員が木曜日に指摘したところ

によると、デ･ベネシア議長は年内に追

放されることが予想されるという。デ･

ベネシア議長を議長職から追放する動

向は、大統領府によって目論まれてい

るものだと囁かれている。   

 

◆ ガス充満が爆発の原因   

オーストラリア専門家 

爆弾が爆発の原因である証拠が無いと、

オーストラリアの専門家の報告書に記

載されているという。オーストラリア

の犯罪科学専門家は、１０月にマカテ

ィ市で起こった１１人が死亡し、１０

０人以上が負傷したショッピング･モ

ールの爆発事件に関して、爆発装置に

よるものでは無く、ガス爆発だったと

いう結論に至った。フィリピンの現地

新聞社が入手したオーストラリ犯罪科

学警察、ＡＦＰの１３ページに及ぶ報

告書の複写には、爆発の原因となるも

のは明記されていない。いずれにして

も、可能性のある爆発原因として、二

酸化物やメタン、アンモニア、ディー

ゼル等が含まれている排水溝のガスや

有毒な蒸気を含む数点が記載されてい

る。同報告書によると、爆弾に使用さ

れる部品は現場で発見されなかったと

いう。 

 

◆ マカティ市とアヤラ・ランド社 

 訴訟に直面？ 

グロリエタ２爆発事件に関する火災に

ついて、マカティ市役所が警察当局の

リストに含まれているという。マニラ

首都圏警察本部のバリアス本部長が木

曜日に発言したところによると、爆発

現場となったモールの所有者であるア

ヤラ・ランド社、ＡＬＩに対して、営

業許可を与えたマカティ市当局に過失

の可能性があるかを調査しているとい

う。 

 

◆ ペットの葬儀  天国で永眠を 

愛犬家や愛猫家は、ペットが死亡して

永遠の別れが来ても、ペットの思い出

を個性的に偲ぶことが出来ることから、

フィリピン動物福祉協会に感謝してい

るという。ケソン市ロヨラ・ハイツの

カティプナン･バレーにあるマニラ電

力社が所有する土地の１部、５０００

平米がペットの埋葬地に変換されたと

いう。構内には、同協会が運営する動

物のリハビリテーション・センター用

の家々が立ち並んでいる。 

 

（ 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：info@friendshipmanila.com

 

☆ 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 

 

☆ 土曜シネマ劇場 

マニラ日本人会らいぶらりーによる、

土曜シネマ劇場です。大劇場なみの大

音響と鮮明な色彩をお楽しみ下さい。 

 

日時：１１月３日（土） 

午前９時３０分 

題名：初恋 

製作：２００６年 

監督：塙幸成  

出演：宮崎あおい 、小出恵介、他  

解説：日本犯罪史上 大のミステリー

と言われる府中三億円強奪事件を題材

に、中原みすずの同名原作を映画化し

た異色のラブサスペンス。実行犯が１

８歳の女子高生という大胆不敵な設定

の中、迷宮入りとなった事件の真相を

主人公自らが語り明かす。 

 

日時：１１月１０日（土）午前９時３

０分 

題名：まんが日本昔ばなし 三枚のお

札／そこつ惣兵衛 

語り：市原悦子、常田富士男  

解説：ＴＢＳで、１９７５年１月にス

タートした初回シリーズから、１９９

４年９月の放送終了まで全３９シリー

ズ、９５２回にわたって放送された。

日本各地に伝わる民話をベースにした

昔ばなしを二人の語り手が演じるとい

うシンプルな作りにもかかわらず、１

枚１枚のセル画をフィルムに撮影する

という手の込んだ手法によるアニメー

ションの質の高さも好評を得た。 

お 知 ら せ

 

日時：１１月１７日（土）午前９時３

０分 

題名：それでもボクはやってない 

製作：２００７年 

監督：周防正行  

出演：加瀬亮、瀬戸朝香、山本耕史、

他  

解説：『Shall We ダンス？』の周防正

行監督が、１１年ぶりにメガホンを取

った本格的な社会派ドラマ。電車で痴

漢に間違えられた青年が、裁判で自分

の無実を訴える姿を、日本の裁判制度

の問題点を浮き彫りにしつつ描く。ハ

mailto:info@friendshipmanila.com
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リウッド映画『硫黄島からの手紙』に

出演し、世界的に注目を集めた加瀬亮

が、本作で初主演を果たす。３年もの

歳月をかけて裁判について取材した監

督が、現代の日本における裁判の現実

を突きつける。  

 

日時：１１月２４日（土）午前９時３

０分 

題名：ポカホンタス 

原題：POCAHONTAS  

製作：１９９５年 

監督：Mike Gabriel、Eric Goldberg 

声の出演：Irene Bedard、Judy Kuhn、

Mel Gibson、他  

解説：英国から開拓隊を乗せた船が新

大陸へと出港した。目的地のヴァージ

ニア植民地には、先住民のパウアタン

族が平和に暮らしていた。首長の娘、

ポカホンタスは 近見る夢が、何かの

予言のような気がしていた。精霊に相

談した彼女は、その言葉に促されて入

港する船を見る。通じるはずのない言

葉を心で理解し名乗り合う。運命の出

逢いに一瞬にして恋に落ちる二人だっ

たが、互いが敵同士となる戦いがに迫

っていた。  

 

場所：マニラ日本人会２１階大会議室 

連絡先：マニラ日本人会 810-7909 / 

815-3559 / 892-7624  

 

☆ JAY R Soul in Love   

R&B のフィリピンの貴公子と呼ばれる 

Jay R のソウルフルなバラード曲のメ

ドレーが中心となるライブです。 

 

日時： 

１１月０９日（金）午後９時 

１１月１７日（土）午後９時 

場所：Captain's Bar, Mandarin 

 Oriental Manila, Makati Ave., 

 Makati City 

連絡先： 

Captain's Bar 750-8888 loc.2446 

TicketWorld 891-9999 

 

☆ MANILA'S CLARION  

CHAMBER ENSEMBLE  

マニラの Clarion Chamber Ensemble 

のコンサートです。楽曲は、Franz 

Schubert、Carl Nielsen、Johannes 

Brahms となります。 

 

日時：１１月１１日（日）午後６時３

０分 

場所：Philamlife Theater, Ermita, 

Manila 

連絡先： 

Clarion Chamber Ensemble 637-0443 / 

856-2702 / 524-6030 

TicketWorld 891-9999 

 

☆ Dance Forum"Signature" 

 

それまでのバレエやダンスに対して伝

統に囚われない発想で作られているコ

ンテンポラリー・ダンスのスペシャリ

スト Myra Beltran 率いる Dance 

Forum group のステージです。 近行

われたダンスの振り付け競技会で優勝

した作品です。 

 

日時：１１月１７日（土）１８日（日） 

場所：Dance Forum, 36E West Ave., 

Quezon City 

連絡先：Dance Forum 373-2946 / 

373-2947 / 0917-5219227 

E-mail:danceforum.mb@gmail.com

 

☆ 1st AHPADA International  

Arts and Crafts Expo  

フィリピンがホスト国となって開催さ

れる第一回 AHPADA International 

Arts and Crafts Expo です。アジア各

地の手工芸品が揃うほか、アセアンメ

ンバー国によるビジネスフォーラム、

デモンストレーション、ワークショッ

プ、カルチャーショーも行われます。 

 

期間：１１月２２日（木）～２５日（日） 

場所：SMX Convention and Exhibition 

 Center, next to the SM Mall of 

 Asia, Manila bayfront, Pasay 

 City 

連 絡 先 ： Arts & Crafts Expo 

secretariat 525-9318～9327 

http://www.ahpadaexpo.com

【 週末です 】 
 

<イベント> 

 

● CALL 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。出場資格等、詳細はお問い合

わせください。 

 

申込期日：１１月３日（土）～１２月

７日（金） 

申込場所：Japan Foundation, Manila, 

 12/F Pacific Star Building, Sen. 

 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 

811-6155～58 

 

● 2007 World Pool Championship 

World Pool-Billiard Association 

(WPA) 主催による、ビリヤード世界選

手権です。１９９０年ドイツで始まっ

たこの大会も今回で１８回目をかぞえ、

５０を越える国から１２８名の有名選

手を迎えます。２００６年度のチャン

ピン、フィリピンの Ronato Alcano（３

４歳）も出場します。 

 

期間：１１月３日（土）～１１日（日） 

場所：Araneta Coliseum, Araneta 

 Center, Cubao, Quezon City 

チケット： 

パトロン・シーズン（自由席）P8406 

パトロン（自由席）     P 840 

下段ボックス（自由席）   P 525 

上段ボックス A       P 315 

上段ボックス B       P 158 

一般自由席         P  53 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

● National Marathon,  

August 26 plus… 

フィリピン 大のマラソンイベント、

The 31st National Milo Marathon が

いよいよゴールを迎えます。２月４日

の Batangas City を皮切りに始まっ

た縦断マラソン、ゴールまでまだ出場

者を募集しています。 
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。
申し込み先： 

http://www.nestle.com.ph/milo/

 

日時：１１月４日（日） 

場所：Baguio City  

連絡先：Mr. Antonio del Monte (074) 

442-7325 / (0918) 561-8364  

 

日時：１１月１８日（日） 

無料です。 

mailto:danceforum.mb@gmail.com
http://www.ahpadaexpo.com/
mailto:email@jfmo.org.ph
http://www.nestle.com.ph/milo/
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場所：Manila-NATIONAL FINALS   

連絡先：Ms. Thelma Biscocho (02) 

727-9987   

 

<展示会・展覧会> 

 

● 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

ず働き続ける労働者の現実を油絵で描

写します。 

 

期間：１１月３日（土）～１８日（日） 

場所：CCP Complex, Roxas Blvd., 

 Manila 

連絡先：CCP Visual arts 832-1125～

39 

E-mail:daqthom@yahoo.com

 

● 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：１１月３日（土）～８日（木）

午前１０時～午後６時 

場所：Cultural Center of the 

 Philippines, CCP Complex, 

 Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：832-3702 

 

● 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：１１月３日（土） 

～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 

 

● 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：１１月３日（土） 

～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 

 

<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。美食ツアーをグリーンベ

ルト内でお楽しみください。 

 

期間：１１月３日（土） 

～１２月３１日（月） 

 

場所：Mezze, Greenbelt 2 1st Level 

連絡先：728-8895 

 

場所：Kai, Greenbelt 2 Ground Level 

連絡先：757-5209 / 757-5210 

 

場所：Max Brenner Chocolate Bar, 

 Greenbelt 3 Ground Level 

連絡先：728-8801 

 

場所：Capricciosa, Greenbelt 3 3rd 

Level 

連絡先：757-7811 

 

場所：Bubba Gump Shrimp Co. 

 Restaurant and Market, 

 Greenbelt 3 2nd Level 

連 絡 先 ： 757-5104 / 757-5105 / 

757-5154 

 

場所：Mr. Rockefeller, Greenbelt  

3 2nd Level 

連絡先：757-4802 

 

場所：Bizu Patisserie, Greenbelt 

 2 1st Level 

連絡先：757-4749 / 757-2498 

 

場所：Fuzion Smoothie Cafe, 

 Greenbelt 3, 3rd Level 

連絡先：729-6071 

 

場所：Bed Space, Level 3,  

Greenbelt 3 

連絡先：728-8036 

 

● 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・ディナー

ともにご賞味いただけます。 

 

期間：１１月３日（土）～１８日（日） 

場所：Tin Hau, Mandarin Oriental 

 Manila, Makati Ave., Makati 

 City 

連絡先：750-8888 

 

<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

ィアムのワークショップが開講されま

す。 

 

期間：１１月３日（土）～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

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：１１月３日（土）～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

 

● Feast of Flavors: A Culinary Fete 

ホリデーシーズンの料理、ケーキ、お

菓子作りを学ぶワークショップです。 

子供のためのエキサイティング・ゲー

ム、そしてバザーも終日行われますの

で、ご家族連れでお越し下さい。 

 

日時：１１月４日（日） 

場所：The Block, Main Atrium A., SM 

 City North EDSA, North Ave. cor. 

 EDSA, Quezon City 

連絡先：Jay Carlos 374-4822 

E-mail:astro_gwapito95@yahoo.com

 

mailto:daqthom@yahoo.com
mailto:johngym2006@yahoo.com
mailto:astro_gwapito95@yahoo.com
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● Guitar Workshop 

国内の著名なクラシックギターの名手

〝Prof. Ruben F. Reyes〟 

による、ワークショップです。 

技術的な指示、文献研究、アンサンブ

ルリハーサルを含みます。 

 

日時：１１月４日（日） 

午後２時～午後５時 

場所：DBC-ISAS Conservatory, 30 

 Balimbing St., Valle Verde I, 

 Pasig City 

受講料：P500 

連絡先：Conservatory office 671-2630 

/ 0917-880-4727 

E-mail:musicschool@dbcisas.com

 

● Chinese Painting Workshop  

Yuchengco Museum の伝統的な中国絵

画の教授である Tsai Shiu-Yuin によ

る、初のワークショップ開講です。 

 

期間：１２月１日（土）まで  

毎週土曜日 

場所：Yuchengco Museum, Ground Level 

 RCBC Towers, Sen. Gil J Puyat 

 cor. Ayala Ave., Makati City 

連絡先：889-1234 

 

<お買い得情報> 

 

● 14th 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

です。1500以上の店が出展します。 

 

期間：１１月３日（土）～５日（月） 

場所：Greenhills Shopping Complex, 

 Ortigas Ave., Greenhills, San 

 Juan 

連絡先：826-8162 / 820-3862 

 

<映画> 

 

● 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：１１月３日（土）午後６時 

題名：Cautiva  

英題：Captive 

製作：２００３年 

監督：Gaston Biraben  

出演：Barbara Lombardo、Susana Campos、

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が、突然のこ

とに少女は逃げ出す。 

場所：Salon de Actos, Instituto 

Cervantes, 855 T.M. Kalaw St., 

Ermita, Manila 

連絡先：526-1482～85 

 

<演劇・舞台> 

 

● First Name 

劇団 Trumpets による、若い年代の観

客のための、モールでのステージミュ

ージカル First Name です。 

 

期間：１１月３日（土） 

～１２月１４日（金） 

場所：SM Mall of Asia  (Center Stage), 

Central Business Park, Bay Blvd., 

Bay City, Pasay City 

連絡先：Trumpets 631-7252 / 635-4478 

 

● 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：１１月３日（土） 

～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  

 

● 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. Nino, Paranaque 

チケット：P3090  P2575  P2060 

P1545 P1236  

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

【 明日は何の日？ 】 
 

■ 日本国憲法が公布される 

（１９４６） 

１９４６年（昭和２１年）１１月３日、

日本国憲法が公布されました。第二次

世界大戦における大日本帝国の敗戦後

に、大日本帝国憲法の改正手続を経て

公布され、１９４７年（昭和２２年）

５月３日に施行されました。国民主権

の原則に基づいて象徴天皇制を採り、

個人と基本的人権の尊重を期するため、

国会・内閣・裁判所・地方自治などの

国家の統治機構と基本的秩序を定めて

います。この他、戦争の放棄と戦力の

不保持が定められていることも特徴的

です。この日、各地で記念の催しが行

われ、東京では憲法公布記念祝賀の都

民大会が開催され内外の報道陣や都民

など２０万人が参加しました。そして

夜には花火大会も行われ新憲法の誕生

を祝いました。憲法公布に伴い、１６

万９８７４人に大赦・恩赦・減刑・復

権も実施されました。また、戦前のこ

の日は明治天皇の誕生日を祝う「明治

節」でもあります。 

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

ちしております。 

mailto:musicschool@dbcisas.com
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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 

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 】 
 

■ 蛍光灯は、丸管と直管と 

どっちが得？ 

 

蛍光灯には、直管と呼ばれる真っ直ぐ

な蛍光灯と、丸管と呼ばれる丸い蛍光

灯がありますが、値段、寿命、明るさ

のすべてにわたって、直管のほうが得

です。 

 

まずは、その値段、同じワット数のも

ので比較してみると、直管は丸管のだ

いたい２～３割安といったところです。

寿命は、３０ｗのもので、直管が７５

００時間なのに対して丸管は５０００

時間です。１日１２時間つけたとする

と、２００日以上も持ちが違ってきま

す。明るさは、直管が１８７０ルクス

なのに対して、丸管は１６８０ルクス

です。 

 

というわけで、照明器具のデザインさ

え気にしなければ、蛍光灯は断然、直

管が得なのです。 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 読めないと気が重くなる！？ 

病名⑦ 

 

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・・・ 

 

汗疹（あせも） 

「かんしん」とも読みます。汗などが

原因で皮膚にできる赤っぽい発疹のこ

とです。「汗疹」以外に、「汗瘡（かん

そう）」と呼ぶことがあります。 

 

 

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

Ｓｏ－ＴＶﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

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

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


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ        2007/11/02                    - 8 - 
【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、１１月３日の誕生花 

 

菊（きく） 

Chrysanthemum × morifolium 

 

花言葉 清浄、高潔 

  

花の優美さ、種類の多さから多くの人を

虜にしてきました。昔の女性は、きくの

花に真綿をのせて夜露をたっぷり含ま

せ、肌の手入れをしたといいます。 

 

科名   キク科の多年草 

原産地  中国 

栽培方法 株分け、挿し芽で増やします。

種類により異なりますが、大菊の場合、

挿し芽の適期は５月上旬～下旬、植え

付けは腐葉土５：田土３：川砂２の混合

土を使って７月中下旬に行い、日によく

当て、水切れしないよう管理します。開

花期は１０～１１月、草丈は１００～１５０

㎝になります。   

  

１１月３日生まれのあなたは・・・ 

恋人に甘えてすがっていたい人です。し

かし本当は、かなり気が強くて結婚する

と逆に、あなたがリーダーシップをとる

ようになる傾向があります。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 手を取る（てをとる）（慣用句） 

 

①手と手を携（たずさ）え合う、他人

の手を握る、また、手を引く、親愛の

情を表わしたり、親身になって世話を

したりする様子をいいます。 

 

用例：手を取って、道案内をする。 

 

②親切・丁寧に教え導く様子をいいま

す。 

 

用例：手を取って、新入社員に教える。 

 

■ 手を握る（てをにぎる）（慣用句） 

 

強力して事に当たる、同盟することで

す。 

 

用例：アメリカの会社と手を握って、

新製品を開発する。 

 

類語：手を結ぶ 

 

【 知ってなるほど 】 
 

■ 「利休鼠（りきゅうねずみ）」とは 

千利休が好んだ緑色を 

 帯びた暗い灰色のこと！？ 

 

１１月２日は、北原白秋の命日ですが、

その歌に「城ヶ島の雨」というのがあ

り、三浦半島の先端にあるこの島で彼

が魚の商いをしていたとき、この歌を

つくり、その中で「利休鼠の雨が降る」

と詠っています。 

 

それは、利休（千宗易）が好んだ、緑

色を帯びた暗い灰色ということです。

またそういう色の鼠色をわざわざ利休

鼠色といいました。利休が好んだこと

から流行色になりました。利休ばかり

でなく江戸時代の日本人は、暗い沈ん

だ色を好んだものでした。 

 

昨日、今日とＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ編

集部は出勤しておりますが、オフィス

のあるビルが空調を切っている為、と

ても暑い中、全員仕事をしています。

扇風機を回しているのですが、全然利

きません。逆に、オフィスの中より通

路の方が涼しいぐらいです。個別にオ

フィス・スペースごとに、空調があれ

ば問題なかったのですが。（ 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  

City, Metro Manila, 1300, 

TEL：５５１－５７１０ 

FAX：５５１－５７８５ 

編 集 部 よ り 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/
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