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＜夜版＞ 

◆ 貧困意識 ５２％ －ＳＷＳ 

国民の５２％にあたる約９００万のフ

ィリピン人世帯は、自分達を貧しいと

考えている。これは月曜日に発表され

たソーシャル・ウェザー・ステーショ

ン、通称ＳＷＳの第３四半期に行われ

た世論調査の結果によるもの。今年の

９月２日から５日にかけて実施された

調査によると、自己採点に基づく貧困

意識は、地方で６月に記録された５

４％から９月には９ポイント上昇して

６３％になったという。貧困意識は、

ミンダナオ島で６月の４９％から６

８％に増加している。マニラ首都圏に

おいては、前回と比較すると微増して

４１％となったという。 

 

◆ バシラン島  

アブ・サヤフ幹部 死亡 

アルカイダにつながるイスラム過激派

組織、アブ・サヤフの幹部が月曜日の

未明に、バシラン州で遂行された国軍

の襲撃によって死亡した。死亡したの

は、カリム・ジャムサリ、別名コマン

ダー・バクラウだという。ジャムサリ

は、アブサヤフのスポークスマンを担

当していた既に死亡しているアブ・サ

バヤの右腕と言われる立場だったとい

う。 

 

◆ グロリエタ２爆発事件  

爆弾説も存続 

先月、１１人が死亡したマカティ市の

グロリエタ２で発生した爆発事件の原

因として、事件後の現場を捜査する捜

査官は、爆弾の可能性を排除した訳で

は無いという。月曜日、警察当局が明

らかにした。 

 

◆ ヘッドライト改造に警告  

－ＭＭＤＡ 

マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡは

日曜日、車のヘッドライトを改造する

ことによって、交通事故が発生しかね

ないとして車の利用者に警告を発した。 

 

◆ 誘拐の動機 「空腹」 

日曜日の午前中、ケソン市のスタジア

ムに父親と来ていた少年を誘拐しよう

とした容疑で、女が逮捕された。少年

の父親、ネスター・カルロスさんによ

ると、カルロスさんは午前７時頃に、

５歳になる息子のジョン・ベネディク

ト君と共に、アモラント・スタジアム

構内でジョギング中に誘拐事件が起き

たという。４６歳のヨランダ・ラグロ

ベネシアと名乗る女は、ケソン市警察

管轄本部第１０分署に連行された。今

回の誘拐の動機について、容疑者は、

少年を売ってお金を稼ぎたかったと犯

行を自供している。同容疑者の供述に

よると、非常に空腹であることから、

食べ物を購入する資金を作る為に何か

しなければならなかったという。 

 

◆ インド人男性拉致事件 人違いで

解放 

土曜日、人質となっていたインド人男

性が６日ぶりに解放された。解放され

た理由は、誘拐犯が標的を間違えたこ

とに気づいたからだという。 

 

◆ マニラ市   

麻薬中毒矯正センター 

マニラ市のスラム地区に住む麻薬中毒

患者達は、月曜日にサンタ・クルズ地

区に開設された麻薬中毒矯正センター

で再出発の機会を得ることが出来ると

いう。マニラ市のリム市長は、マニラ

北墓地の施設内に、新たにマニラ治療

／強制センターを開設した。同センタ
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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】 
☆【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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ーでは、麻薬中毒者に対して無料で治

療を施すという。 

 

◆ 台風「カバヤン」 勢力を弱める 

台風「カバヤン」、国際コード名「ペイ

パー」は月曜日、勢力を弱めてルソン

島の北部を通過したという。フィリピ

ン気象庁、パガサが発表した。 

 

◆ マカティ市  

鉄板泥棒が逮捕される 

月曜日、警察当局は、マカティ市でマ

ニラ・ウォーター社の作業員を装った

４人の男達を逮捕した。容疑者は、マ

カティ市サルセド・ビレッジのデ・ラ・

コスタ通りとトルデシリヤス通りの角

に停めたトラックに、マニラ・ウォー

ター社の鉄板を積んでいた 中に捕ま

ったという。 

 

◆ マニラ首都圏  深夜の停電 

月曜日の早朝、マニラ首都圏の一部の

地域で電力供給が不足したことにより

停電が発生したという。ケソン市のノ

バリチェスとコモンウェルス、マニラ

市のサンパロックとサンタ・クルズ、

サン・フアン市、マカティ市、パサイ

市で午前零時２０分頃に電力の供給が

遮断された。その他、カビテ州やリサ

ール州、イサベラ州、ケソン州、ブラ

カン州の各地でも停電による影響を受

けたという。 

 

＜午後版＞ 

 

◆ 下院 新たな弾劾告発へ 

下院の野党派議員達は、アロヨ大統領

に対する新たな弾劾告発を提出するこ

とから、月曜日の焦点は下院に移るこ

とが見込まれている。３週間の休会を

経て再開した下院議会に、野党のスポ

ークスマン、タマノ弁護士が嘆願書を

提出するという。仮に、この戦略が失

敗しても、野党は既に、他の選択肢を

準備してあるという。一方、与党のデ

ィフェンソール下院議員は、新たな弾

劾告発について、無駄な努力でしかな

いと指摘した。 

 

◆ アロヨ大統領 与党の団結を強調 

週末、アロヨ大統領は、巷に流れる憶

測に反する発表を行った。アロヨ大統

領によると、現政権は２０１０年以降

の指針に関する長期計画を作成してい

る為、ラカス・クリスチャン・ムスリ

ム民主同盟との結束が確固たるもので

あり、政府は分裂していないという。 

 

◆ アヤラ社 ガス爆発説に反論 

日曜日、不動産開発を営むアヤラ・ラ

ンド社、ＡＬＩは、グロリエタ２モー

ルで起きた爆発事件に関するフィリピ

ン国家警察、ＰＮＰによる報告書に反

論した。同社の提案したところによる

と、ＰＮＰは爆発の原因と思われる他

の可能性についても調査すべきである

という。 

 

◆ トリリヤネス上院議員  

証人は政府関係者 

先月、マカティ市で死傷者が出たグロ

リエタ２爆発事件に政府が関与したと

いう情報をトリリヤネス上院議員に提

供した人物が日曜日、名乗り出た。こ

の証人は、グロリエタ２爆発事件に大

統領府国防顧問と国軍が関与したとい

う疑惑を立証する為に現れたという。

この人物は、マニラで活動する過激派

グループ、ラジャア・ソライマン運動

の元メンバーで、アブドゥル・ラック

ハムという通称名を使用するロナル

ド・ラモス氏だと自称している。 

 

◆ 台風「カバヤン」  

イサベラ州で土砂崩れ 

日曜日の夜、フィリピン気象庁、パガ

サは、台風「カバヤン」、国際コード名

「ペイパー」がイサベラ州パラナン地

域を襲い、土砂崩れを引き起こしたと

発表した。台風は現在、ルソン島北部

を通過中だという。 

 

◆ ラソン長官  

悪徳警官の特定を公言 

フィリピン国家警察、ＰＮＰのラソン

長官は、犯罪行為に関与している国家

警察の悪徳警察官を追及すると公約し

た。 

 

◆ 選挙任務の報酬支払遅延 

 選管を糾弾 －教師 

日曜日、公立学校の教師達は、選挙管

理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣに対して、

先週行われたバランガイ・青年評議員

同時選挙の際、選挙任務を遂行したこ

とに関する報酬の支払が遅れていると

して説明を要求した。 

 

◆ パサイ市  

ネズミによる被害 相次ぐ 

保健省、ＤＯＨは、パサイ市で先週、

生後２ヶ月の赤ちゃんが鼠に噛まれた

同じ地域で、別の鼠による被害が報告

されたことを受けて、居住者に対して

環境を衛生的にする様にと呼びかけた。

テンコ通りに面した同じ民家に住む１

４歳の少女が土曜日の夜、鼠に襲われ

たことを受けた保健省は同通達を発行

した。被害者の赤ちゃんは、両腕と右

足を噛まれたという。医師の話による

と、足の傷は、被害者の骨が露出しそ

うな程の酷い噛み傷だという。 

 

◆ アンティポロ市   

下院議員の支援者 射殺される 

日曜日、アンティポロ市選出のガット

ラバヤン下院議員の支援者だという２

人が正体不明の暗殺者によって撃ち殺

されるという事件が発生した。 

 

◆ 海賊版ソフト販売の４店舗  

摘発 －ＮＢＩ 

国家捜査局、ＮＢＩは、パラニャケ市

を始めとするモンティンルパ市、マカ

ティ市、マニラ市の４つの都市におい

て海賊版のソフトフェアを販売した容

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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疑で４つの店舗を摘発した。 

 

◆ バレンズエラ市 工場火災 

日曜日、バレンズエラ市で、プラスチ

ック工場で火災が発生し、７時間に渡

って燃え続けた結果、同工場は全焼し

たという。 

 

（ 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 

 

☆ Tsinoy-Kaisa Ka! 

第２０回を迎えるアニバーサリー、ミ

ュージック・レビューは、Tsinoy-Kaisa 

Ka! です。新しい１４曲を加えて、ド

ラマティックなシーンは、笑いあり、

涙ありのステージです。 

 

日時：１１月６日（火）     

午後７時３０分 

場所：Awat Keng Auditorium, 

 Kaisa-Angelo King Heritage 

 Center, 32 Anda cor. Cabildo 

 Sts., Intramuros, Manila 

チケット：P500 

連絡先：526-6796 / 527-6083 

E-mail:kaisadotph@yahoo.com

 

☆ Blur 

Lopez Memorial Museum による、コン

ソーシアム・プロジェクトの作品展示

会です。 

 

期間：来年４月８日（火）まで 

場所：Lopez Memorial Museum, 

Exchange Road, cor. Meralco 

 Ave., Ortigas Center, Pasig City 

入場料：P100 P80 P60 

連絡先：Fanny San Pedro 631-2417 / 

635-9545 

E-mail:pezseum@gmail.com

 

☆ Form and Substance 

University of the Philippines の １

００周年記念と UP Vargas Museum ２

０周年記念祝賀行事の一環です。 

 

期間：１１月１６日（金）まで 

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 

E-mail:vargasmuseum@gmail.com

 

☆ Digital 101: Photography  

and the Computer 

デジタルカメラユーザーのためのワー

クショップです。写真術の基本から学

べる丁寧な内容です。 

 

日時： 

１１月０６日（火） 

午後６時・午後９時 

１１月０８日（木） 

午後６時・午後９時 

１１月１２日（月） 

午後６時・午後９時 

１１月１３日（火） 

午後６時・午後９時 

場所：Filipinas Heritage Library, 

 Nielson Tower, Ayala Triangle, 

 Makati Ave., Makati City 

連絡先：892-1801 

E-mail: 

events@filipinaslibrary.org.ph

 

☆ Hot, Hip and Hop!  

Salsa for Beginners! 

ラテンダンスのひとつであるサルサを

初めて習う方のための初心者クラスで

す。 

 

日時： 

１１月１０日（土）午後６時 

１１月１７日（木）午後６時 

１１月２４日（月）午後６時 

場所：Asian Social Institute, 1518 

Leon Guinto St., Malate, Manila 

連絡先：Ares Andres 523-8265/66 / 

0906-4585725 

E-mail: 

grupofilipinosalsa@yahoo.com

【 明日です 】 
 

<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

お 知 ら せ 

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:kaisadotph@yahoo.com
mailto:pezseum@gmail.com
mailto:vargasmuseum@gmail.com
mailto:events@filipinaslibrary.org.ph
mailto:grupofilipinosalsa@yahoo.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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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６日（火） 

～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６日（火）～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 

 

<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６日（火）～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６日（火）～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６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 

 

● 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６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 

 

<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６日（火） 

～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 

 

 

「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:email@jfmo.org.ph
mailto:daqthom@yahoo.com
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
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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６日（火）～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６日（火）～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６日（火）～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

 

<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６日（火） 

～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６日（火） 

～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？ 】 
 

■ 会津戦争で会津藩が降伏する 

（１８６８） 

１８６８年１１月６日（明治元年９月

２２日）、会津若松城が落城し会津藩が

降伏しました。会津戦争は戊辰戦争の

局面の一つであり、会津藩の処遇をめ

ぐって、薩摩藩、長州藩を中心とする

明治新政府と会津藩およびこれを支援

する奥羽越列藩同盟などの旧幕府勢力

との間で行われた戦いです。文久２年

（１８６２年）、会津藩主・松平容保は

京都守護職に就任、尊攘派志士の取り

締まりや禁門の変において幕府方の中

核となって奮闘しました。このため尊

攘派からは恨みを買うことになります。

慶応４年（１８６８年）、鳥羽・伏見の

戦いの後、容保は幕府方の首謀者とし

て新政府から追討令を受けます。追討

を命じられた仙台藩、米沢藩など東北

諸藩は会津藩に同情的で、会津藩赦免

の嘆願を行う一方、奥羽越列藩同盟を

結成し結束を強めましたが、新政府は

会津藩の武装恭順を拒否し、戦争が不

可避となったのです。 

 

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。 

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

下記については映画内クレジット 

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

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。 

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

■ 公務員には、 

なぜ失業保険がない？ 

 

これは、失業保険が私企業が倒産した

り、規模を縮小して、職を失った人々

を保護するのが目的だからです。国や

地方自治体が、私企業のように自由競

争の結果、倒産するということはあり

えず、よって、そこに勤める公務員は

失業保険の対象とはならないのです。 

 

もっとも、国も外国相手に多額の債務

を抱えれば、事実上、倒産するのが

近の世界経済です。いまはよくても、

いずれは日本も債務国に転落しないと

いう保証はありません。となれば、国

や自治体が公務員のクビを切るという

ことだってありえるわけです。 

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 】 
 

■ 読めないと気が重くなる！？ 

病名⑧ 

 

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・・・ 

 

麻疹（はしか） 

「ましん」とも読みます。ウィルスが

原因で起こる急性伝染病のひとつです。

５、６歳くらいまでの子供がかかりや

すく、発熱や結膜炎、発疹が起きます。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ 明日、１１月６日の誕生花 

 

実葛（さねかずら） 

Kadsura japonica 

 

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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花言葉 再会 

なると実が真紅に熟すので、実葛。

名   モクレン科の常緑つる性木 

、実生で増やします。

月６日生まれのあなたは・・・ 

い、気

 ことわざを学ぼう 】 

 手を抜く（てをぬく）（慣用句） 

べきことをしないで手数を省（はぶ）

例：手を抜いた工事のために道が陥

語：手も心も抜く 四角な座敷を丸

 手を引く（てをひく）（慣用句） 

手を取って導くことです。 

例：老婆の手を引き横断歩道を渡る。 

関係を断って退く、関わり合いをな

例：危ない儲け話から手を引く。 

語：手を切る  

語：手を染める  

 知ってなるほど 】 

 恋人同士の「赤い糸」とは 

）」 

 

国の八百万（やおよろず）の神々が

赤縄足をつなぐ」という熟語は、唐

ィリピンでお仕事されている方々、4

 緊急サービス情報 】 

 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

  

秋に

かつて、このつるから出る粘液を用いて

髪を美しく結い上げたことから、美男葛

の名でも知られています。 

 

科

原産地  中国 

栽培方法 挿し木

植え付けは３～４月、腐植質を多く含む

排水のよい適湿地で、日当たりのよい

暖地を好みます。開花期は８～９月、黄

白色の小花であまり目立ちませんが、１

０～１１月に熟す赤い果実は大変美しい

ものです。  

  

１１

細かい事は気にしない、気にしな

にならない性格です。それでも特に支障

はないので、あなたの、流儀でいって問

題ありません。ただ、ちょっと頑固なとこ

ろが玉にきずです。 

 

 

【

 
■

 

す

く、好い加減な仕事で済ませることで

す。 

 

用

没した。 

 

類

く掃く  

 

 

■

 

①

 

用

 

②

くすことです。 

 

用

 

類

 

対

 

 

【
 

■

中国の「赤縄（せきじょう

         から！？ 

全

出雲に集まるので、出雲ではこの１１

月のことを神在（かみあり）月といい、

神々はここで男女の縁結びについて相

談しているということです。日本では

古くから、結婚する者同士は生まれた

ときから二人の小指が赤い糸で結ばれ

ているのだという言い伝えがあります。

これは中国の赤縄から出ていて、糸で

なく縄、手の指ではなく足です。 

 

「

の韋固（いこ）が宋城（そうじょう）

で仙人に会い、赤い縄で男女の足をつ

なげば二人は結ばれるといわれました。

仇同士でも離れられないということな

ので、韋固がそれを実行したという故

事から出ています。 

 

 

フ

連休は如何でしたか？日本に行かれた

方やリゾート地で休暇を満喫した方な

どさまざまだと思います。今年も残す

ところ２ヶ月をきり、あっという間に、

１年が過ぎようとしています。残すと

ころは、１年のメイン・イベントのク

リスマスが近づいてきました。道端の

あちらこちらで、クリスマスの装飾品

が売られていますね。「終わりよければ

全てよし」とは、いかないと思います

が、良いお正月を迎えられるように頑

張ってください。（ Ｈ．Ｋ ） 

 

【

 

★

メトロマニ

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9

 

★

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

