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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ 上院議長と副大統領への満足度
過去最高レベル －ＳＷＳ
最新のソーシャル・ウェザー・ステー
ション、ＳＷＳの調査によると、デ・
カストロ副大統領とビリヤール上院
議長に対する満足度が過去最高を記録
したという。昨年１１月３０日から
１２月３日にかけて実施されたＳＷＳ
の調査によるとデ・カストロ副大統領
の業績について満足だと回答した人は
６４％を記録し、不満だとした人が
２３％だったことから、純満足度が
プラス４１となったという。これは、
同副大統領が３年前に就任して以来、
最高の純満足度。またビリヤール上院
議長の業績については７１％の回答者
が満足していると答え、不満だと回答
した人が１３％だったことから純満足
度がプラス５９を記録した。この記録
もビリヤール氏にとっては、上院議長
として自己最高を記録したことになり、
１９９２年９月当時のゴンザレス上院
議長が記録したプラス６１に次ぐ結果
となった。

● 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。

◆ クーデターの脅威継続
過去２度に渡ってクーデター未遂事件
を起こした反乱将校グループ、マグ
ダロの残党は現在も、アロヨ大統領を
放逐する為の行動を計画していると
いう。日曜日、フィリピン国家警察、
ＰＮＰのラゾン長官が指摘した。

ケソン市銃撃戦で死亡
月曜日、ケソン市マンレサ・ビレッジ
構内において車両強奪犯５人が警察官
との銃撃戦を展開した結果、射殺され
たという。
◆ マニラ市 交通取締官の
リフレッシュ・コース開講
日曜日、マニラ市のリム市長は、市内
の幹線道路や大通りに配置されている
交通取締官の為に、優良なマナーと
適切な対応を学ぶリフレッシュ・コー
スが開始されていると発表した。リム
市長によると、今回のセミナーの目的
は、車の運転者と交通取締官との間で
時折、発生する交通違反を巡る白熱し
た論争を緩和するものだという。リム
市長が強調していることは、交通取締
官の役割は、交通違反の切符を切る
ことよりも、交通整理を優先すべきで
あるということだ。

パソコンの１１９番

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

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/

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

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３６１３（→）
＄＝Ｐ４０．７１ （→）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７６０（→）
＄＝Ｐ４１．００ （→）
※矢印はペソの動き（午前比）

☆【最新情報】
☆【明日です】
☆【明日は何の日】
☆【CH.桜からのお知らせ】
☆【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】

◆ 車両強奪犯

国内旅行・海外旅行

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

本日のレート

◆ 偽ガイド
観光客から金銭と旅券を奪う
２人のチェコ人観光客が偽の観光ガイ
ドの餌食となり、現金とパスポートを
奪われるという事件が発生した。日曜
日、マニラ市警察当局が発表した。
◆ トライシクル窃盗犯 逮捕
日曜日の深夜過ぎ、マラボン市で車両
窃盗犯が盗んだトライシクルで逃走
しようとしたところを逮捕された。
◆ 首都圏の人口増加
７年で１００万人以上
国家統計調整評議会の推計によると、
マニラ首都圏の人口は、過去７年間に
おいて１００万人以上増加したという。
２０００年の国勢調査時に９９３万人
だった人口が２００７年には首都圏の
人口が１１００万人に増加したものと
みているという。

和食処

和

豊富なメニュー ボリューム満点
温かな心のお料理をご賞味下さい。
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）
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◆ スカイウェイ職員解雇をめぐる
トラブル、今月中に解決へ
月曜日、労働雇用省、ＤＯＬＥのブリ
オン長官は、今月中にスカイウェイの
経営陣と、同社が解雇した従業員との
間の争議を終わらせると公言した。
◆ 新婚カップル
５０万強奪事件
日曜日、マニラ市ロハス大通りにある
ホテルに宿泊中の新婚カップルが５０
万ペソ相当の現金と貴重品を盗まれる
という事件が発生した。ジュン・リン
パサンさんと新婦のクリスティーン
さんによると、ロハス大通りにある
ベイビューパーク・ホテルのブライ
ダル・スイートルームに宿泊していた
際に、強盗に押し入られたという。
◆ タクシー運転手 強盗の被害に
日曜日の夜、ケソン市で、タクシーの
運転手が乗客を装った２人組の武装犯
に襲われて、タクシーと売上金を強奪
されたという。

＜日刊＞
◆ デ・カストロ副大統領
野党大統領候補か？
日曜日、エストラーダ前大統領は、
デ・カストロ副大統領が野党側に歓迎
され、２０１０年の選挙の際には、
大統領候補者となり得ると発言した。
地元テレビ局の報道番組がエストラー
ダ前大統領の発言として報じたところ
によると、デ・カストロ氏は、野党側
に加わる意欲があるならば即刻、行動
すべきだという。また、デ・カストロ
氏は、エストラーダ前大統領からの
申し出を喜ばしく思っているという。
副大統領は、自身の目標や計画と一致
する限りにおいて、いかなる可能性に
ついて検討する余地があると発言した。
尚、デ・カストロ副大統領は、エスト
ラーダ前大統領と本件について、話し
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合いたいと思っているが、実際には
適切な次期に面談することになると
付け加えた。
◆ 次期大統領選挙 「時期尚早」
－国防相
２０１０年に行われる大統領選挙の
与党選出の大統領候補者の１人とみら
れているテオドロ国防相は日曜日、
自身の政治的な計画を考えるのは時期
尚早だと発言した。
◆ 「２０１０年大統領選挙の憶測は
「時期尚早」
―野党政治家
野党のレガルダ上院議員とマカティ市
のビナイ市長は土曜日、２０１０年の
大統領選挙について噂をしたり、憶測
したりすることについて、時期尚早で
あり、国家は、もっと緊急を要する
問題に直面していると警告を発した。
◆ モール火災
消防士が現金を強要？
パラニャケ市にあるガレリア・バクラ
ラン・ショッピング・モールで木曜日
に火災が発生した。内務自治省、ＤＩ
ＬＧは、一部の消防士が同火災を消火
する前に店舗の所有者に現金を要求
したとされる事件を調査していると
いう。
◆ ナイジェリアで攻撃を受けた船員
帰国
乗り組んでいた石油タンカーが武装
集団の攻撃を受け、放火された後、
無事に救出された１８人のフィリピン
人船員がフィリピンに帰国した。
土曜日の夜、最初の６人がパサイ市の
ニノイ・アキノ国際空港に到着した。
残る１２人は、日曜日の正午前に帰国
した。

ガポ市で乗り合いジプニーが貨物運搬
トラックと衝突し、２人が死亡し、
１７人が負傷するという事故が起こっ
た。
◆ ＵＰ大学構内 女性の遺体発見
ケソン市バランガイＵＰキャンパス
構内にある樹木園の目立たない場所に
女性の遺体が埋められているのが
見つかったという。地元のテレビ局が
報じたところによると、日曜日の午前
１１時頃、１０歳のカルロ・トレダ君
が遺体を発見し、両親に知らせたと
いう。
◆ パシグ市
交通事故で３人負傷
日曜日の未明、パシグ市でスピードを
上げた車両がトライシクルに衝突する
という事故が発生した。この事故で
トライシクルに乗っていた３人が負傷
した。
◆ ケソン市
火災で２００世帯が被災
日曜日の午前中、ケソン市の住宅街で
火災が発生し、約２００世帯が被災し
た。

◆ シャングリラ・モール
男性飛び降り事件
マンダルーヨン市にあるモールの５階
から１９歳の男性が飛び降り、２階の
エスカレーター付近に転落した。この
男性は命を取り留めたという。ラジオ
放送局、ｄｚＢＢが日曜日に報じた
ところによると、飛び降りて負傷した
男性は、シャングリラ・モールの５階
にあるヘルスウェイ・クリニックの
患者、アンドリュー・ユーさんだと
身元が判明したという。ユーさんは
病院に急送された。

◆ オロンガポ
交通事故で１９人死傷
日曜日の午前中、ザンバレス州オロン

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
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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

（ 提供: Early Bird News Service ）
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【 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。掲載は無料です。

《 最新情報 》
☆ 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：１月１２日（土）
午前９時３０分
題名：ダイ・ハード４.０
原題：LIVE FREE OR DIE HARD
製作：２００７年
監督：Len Wiseman
出演：Bruce Willis
Timothy Olyphant、Justin Long、他
解説：ブルース・ウィリスが悪夢の
ような事件に遭遇しながらも知恵と
体力を駆使して巨悪と戦い抜く、大人
気アクションシリーズ第４弾。ウィリ
スは人間味あふれる主人公ジョン・
マクレーンを演じるほか、
製作も兼任。
『アンダーワールド』のレン・ワイズ
マンを監督に迎え、全米を襲うサイバ
ーテロの野望に立ち向かう最強に“運
の悪い”
男の不死身の奮闘を活写する。
閉鎖的な空間での死闘が多かった前作
までに比べ、カーアクション満載の
豪快なアクションの数々に圧倒される。
日時：１月１９日（土）
午前９時３０分
題名：シュレック３
原題：SHREK THE THIRD
製作：２００７年
監督：Chris Miller
声の出演：Mike Myers（Shrek）

Eddie Murphy（Donkey）
Cameron Diaz （ Princess
Fiona）他
解説：ブラックユーモアとパロディ
満載のフルＣＧアニメーション『シュ
レック』のシリーズ第３弾。遠い遠い
国の王様が病に倒れたことからお世継
ぎ問題がぼっ発し、その期に乗じて
悪役たちが王国を乗っ取ろうと反乱を
起こす。声の出演は、マイク・マイヤ
ーズ、エディ・マーフィー、キャメロ
ン・ディアスのおなじみのメンバーに
加え、実生活でキャメロンの恋人で
あるジャスティン・ティンバーレイク
も参加している。いつもはおしとやか
な白雪姫やシンデレラ等、お姫様たち
の格闘シーンも必見。
日時：１月２６日（土）
午前９時３０分
題名：ハリー・ポッターと
不死鳥の騎士団
原題：HARRY POTTER AND THE ORDER
OF THE PHOENIX
製作：２００７年
監督：David Yates
出演：Daniel Radcliffe、Emma Watson
Rupert Grint、他
解説：世界的ベストセラー小説「ハリ
ー・ポッター」シリーズを映画化し、
メガヒットを飛ばした映画版シリーズ
第５弾。おなじみの主人公ハリー・
ポッターとその仲間たちが邪悪なヴォ
ルデモート卿相手に、秘密同盟の
“不死鳥の騎士団”と協力して戦う姿
を描く。今回監督を務めるのは、英国
テレビ界出身のデヴィッド・イェーツ。
これまでになく激しい魔法戦を、より
肉体的にも精神的にも成長したハリー
らが戦い抜く姿に圧倒される。
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

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

-3☆ A Popera Night
with Jonathan Badon
Aliw 賞の最優秀クラシック賞受賞者
Jonathan Badon のコンサートです。
ピアノ：Maryann Baclao
サクソフォン：Vince Lahorra
日時：１月１０日（木）午後８時
場所：Tropezz Restaurant Bar
2nd Level, Greenbelt 3
Makati City
チケット：P300
連絡先：Jonathan Badon 0917-5349955
E-mail:jonathan_badon@yahoo.com

《 明日です 》
<イベント>
● Holiday Raffle 2007
ホリデーシーズンにさらに喜びと驚き
を与えるラッフル開催されています。
目玉商品は、2008 Volvo C30 2.4L
Sports Coupe と Samsung 42 です。
期間：１月８日（火）～２月３日（日）
場所：Shangri-la Plaza Mall, EDSA cor.
Shaw Blvd., Mandaluyong City
連絡先：Mimi Tecson 633-7851
E-mail:
laureentecson@shangrila-plaza.com.
ph
● Global Fun Carnival
子供から大人まで楽しめるカーニバル
がマニラにやって来ました。殆どの
乗り物はイタリアとドイツ製のもので、
世界中で使用されています。独技術検
査協会（TUV）により安全の保障がされ
ています。他にも、ゲーム等で楽しめ
ます。
期間：１月８日（火）～１５日（火）
場所：SM Mall of Asia

“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
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Central Business Park, Bay Blvd.
Bay City, Pasay City
チケット：P300 P250 P100
http://www.globalfuncarnival.com

<展示会・展覧会>
● A Creative Reaction 4
(A Mixed Media Rendition)
UE College of Fine Arts の師弟に
よる大胆でカラフルなマルチメディア
展です。
期間：１月８日（火）～１８日（金）
正午～午後９時３０分
場所：BlueWings Art Space, Unit C 10
Xavierville Ave.
Loyola Heights, Quezon City
連絡先：Patrick 426-2970
E-mail:rafas.chef@yahoo.com
● Poetry in Images
北部はインカ帝国が、南部は先住民族
マプチェ族が支配していた、南アメリ
カのチリ共和国の風景を写真とポエム
で紹介します。
期間：１月８日（火）～２６日（土）
午前９時～午後８時
場所：Instituto Cervantes
855 T.M. Kalaw St., Ermita
Manila
連絡先：526-1482～85
● Cordillera Suite:
Homage to Apo Ben
著名なナショナルアーティスト
Benedicto "Bencab" Cabrera にインス
ピレーションを与えたコルディエラ
山脈の棚田の作品群です。
期間：１月８日（火）～１６日（水）
場所：Yuchengco Museum, RCBC Plaza
Cor. Ayala & Sen. Gil J. Puyat Ave.,
Makati City
連絡先：889-1234
http://www.yuchengcomuseum.org
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● Hapones
バギオ開発の当初、道路建設で難渋
したアメリカ人は日本人の勤勉さに
着目し、日本からの移民にその建設を
託しました。移民日本人は劣悪な労働
条件のもと峻烈を極める自然と闘い
多くの犠牲者を出しながらようやく
１９０３年に完成しました。当時の
バギオと日本人移民の関わりを６０点
の写真で振り返ります。
期間：１月８日（火）～１３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：Asian Center 927-0909
E-mail: asiancntr@up.edu.ph
UPVM 928-1927 / 981-8500 loc.4024
● Tanglaw:
The University of the Philippines'
National Artists for Visual Arts
フィリピン大学の Jorge B. Vargas
Museum と Filipiniana Research
Center による、現代のフィリピンを
代表するビジュアルアーティストの
作品展示会です。
アーティスト（作品・製作年）
Fernando C. Amorsolo (Painting 1972),
Guillermo E. Tolentino (Sculpture
1973)
Carlos "Botong" V. Francisco
(Painting 1973)
Napoleon V. Abueva (Sculpture 1976)
Vicente S. Manansala (Painting 1981)
Cesar T. Legaspi (Painting 1990)
Jose T. Joya (Painting 2003)
Benedicto
"Bencab"
Cabrera
(Painting 2006)
Abdulmari Asia Imao (Sculpture 2006)
期間：１月８日（火）～２月９日（土）
場所：Kawilihan Gallery
The Jorge B. Vargas Museum
University of the Philippines

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

-4College of Arts and Letters
Roxas Ave., Diliman, Quezon City
連絡先：Linda 928-1927 / 981-8500
loc.4024/4023
E-mail:vargasmuseum@gmail.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：１月８日（火）～４月８日（火）
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
● A Glimpse
at Contemporary Pottery
現代フィリピン陶磁器のアーティスト
による作品展示会です。
アーティスト：Jaime de Guzman
Jon Pettyjohn
Lanelle Abueva-Fernando
Ugu Bigyan
Hadrian Mendoza
期間：１月８日（火）～１６日（水）
午前１０時～午後６時（月～土）
場所：Yuchengco Museum, Ground Level
RCBC Towers, Sen. Gil J Puyat
cor. Ayala Ave., Makati City
チケット：P100 P50 P25
連絡先：Carla Martinez 889-1234
E-mail:info@yuchengcomuseum.org

「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
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● Zhangzhou Ware
中国福建省の輸出陶器コレクションで
す。１２５作品が揃います。
期間：１月８日（火）まで
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
連絡先：Carla 889-1234
E-mail:info@yuchengcomuseum.org
● Badilla-Gudino 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
な表現力に満ちあふれます。
入場は無料です。
期間：１月８日（火）～１５日（火）
場所：University of the Philippines,
Dilliman, Quezon City
連絡先：832-3702

<グルメ情報>
● Comida China
中国の歴史を学びながら食文化の知識
を深められるイベントです。
『継ぎ目の
ない融合』と題したメニューをご賞味
ください。

2008/01/07
Tandang Sora, Quezon City
連絡先：Cherry Chua 0927-5401326
E-mail: cherryblue@gmail.com

《 求人情報 》
☆ 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、求人を募集し
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。

-5国臨時政府」（在・中国上海）が組織した
抗日武装組織韓人愛国党によって刺客
として派遣した李奉昌（イ・ボンチャン、
当時３２歳）でした。彼は犯行の前々日
に偶然入手した憲兵の名刺を使い、
新聞で知った昭和天皇が臨席する観兵
式の警戒網を突破したものでした。逮捕
後彼は大逆罪に問われ、同年１０月１０
日に処刑されました。

【 Ch.桜からのお知らせ 】
★ 映画「南京の真実（仮題）
」

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

製作支援のお願い
「南京の真実」公式ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ
http://www.nankinnoshinjitsu.com

【 明日は何の日？ 】
■ 桜田門事件が起こる（１９３２）
１９３２年（昭和７年）１月８日、昭和天皇
の暗殺を狙った襲撃事件（大逆事件）が
発生しました。
これは桜田門事件とよばれ、昭和天皇
が乗車された馬車が桜田門外を進行中
に、沿道からの手榴弾が投げつけられ
たものです。しかし手榴弾は威力が小さ
かった上に的を大きく外れ、宮内大臣乗
車の馬車左後輪付近で炸裂しました。

期間：１月８日（火）～３１日（木）
場所：Bahay Tsinoy, Kaisa Angelo King
Heritage Center
32 Anda cor. Cabito Sts.
Intramuros, Manila
連絡先：Meah See 527-6083
E-mail:meahsee@gmail.com

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。
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

<お買い得情報>
● Tiangge sa Citi Plaza
クリスマス製品、ホリデーシーズン・
グッズが所狭しと並ぶバザーです。
期間：１月８日（火）まで
午前１０時～深夜１２時
場所：City Plaza

★ SO-TV スタート！

インターネット放送
結果として近衛兵一人が負傷、馬車を
破壊し馬２頭も負傷しました。犯人は朝
鮮半島に対する日本の植民地支配から
の解放を目指す金九が首班の「大韓民

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
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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！

Ｓｏ－ＴＶﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.so-tv.jp/

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！

2008/01/07
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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

になりましたが、それらも、宮笥に
ならって「みやげ」と呼ばれるように
なりました。もともと、お土産とは
宮笥に便乗して、土地の物産を売り
はじめたものだったのです。

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

■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑩

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

【 明日の誕生花 】

【 脳年齢が若返る漢字学習 】

地名には独特の読み方をするものがた
くさんあります。ここでは地名の由来
を交えながら、おもしろい読み方をす
る地名を紹介しまい。今日ご紹介する
のは・・・
今治（いまばり）
「いまじ」
なんて読んだら間違いです。
愛媛県北部にある地名です。
「今墾（い
まはり）
」
、つまり「今、新しく開墾し
た土地」という意味です。

■ 明日 １月８日の誕生花
母子草（ははこぐさ）
Gnaphalium sieboldianum

【 いまさら人に聞けない疑問 】
★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

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。
h //
h k
j /

<日本人は、
なぜお土産を買って帰る？>
おみやげは、もともとは「お土産」と
は書きませんでした。
「宮笥」と書き、
これは神社でもらう神札を貼る板の
ことでした。その昔、伊勢神宮へ村を
代表してお宮参りをした人が、村人の
ために買って帰ったのが、この宮笥
でした。
お宮参りをする人を送り出すとき、
村人たちは、村を代表してお参りする
男性に、餞別を渡して、自分の祈願
も 頼みました。これが「餞別」の
はじまりでもあるのですが、神宮に
参った男は、その餞別で村人分の宮笥
を買い集めました。
その後、伊勢神宮の周辺では、参拝客
を目当てに土地の産物も売られるよう

花言葉 温かい気持ち
不思議と人の気配のする田畑や人家の
周りに茂ります。ハハコグサの名前から
連想されるように、どこか人恋しい植物
です。
科名
キク科
原産地 日本全土
栽培方法 一般的な呼び名はハハコグ
サで、日本各地の荒れ地や道端に自生
する野草です。高さ２０～３０㎝で春～
夏に黄色の花が咲きます。早春の若苗
は食用となり、春の七草の一つです。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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１月８日生まれのあなたは・・・
内気でおとなしい性格です。自分にいま
ひとつ自信がないので あまり人前に出
ようとしません。でもそんな貴方をとても
好ましく思い、守ってあげたいと思って
いる人がいます。誰かに好意をかけら
れたら、素直に受けましょう。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 独断専行（どくだんせんこう）
（四字熟語）
ものごとを自分だけの判断で決めて、
勝手に推し進めることです。
用例：独断専行してばかりいると今に
痛い目にあう。
参考：
「独断」は、自分ひとりで決めて
しまう事です。
「専行」は、自分の思う
とおりに行う事です。
■ 毒にも薬にもならぬ
（どくにもくすりにもならぬ）
（慣用句）
害にもならないかわりに、何の効能も
ない、損にも得にもならないことの
喩えです。
用例：彼は、ただ人がいいだけで、
毒にも薬にもならない。
類語：可もなく不可もない
沈香も焚かず屁も放らず
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たものです。室町時代のお年玉は主に
扇で、語源はアオグ（扇）の名詞形で
す。別名かわほりというのは、開いた
形が蝙蝠（かわほり→こうもり）に似
ているからです。扇は江戸時代までつ
づき、商家や医師の玄関に扇子箱を置
き、年始参りにくる客に渡したもので
す。
親や目上の人が品物の代わりに金銭を
与えるようになったのはごく近年のこ
とです。江戸時代に入ると、お年玉の
一種として法被が加わりました。印半
纏（しるしばんてん）ともいうのは、
自分の店の家紋を染めた半纏だからで
す。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
新年、
明けましておめでとうございます。
クラブニュースの初荷です。
今年も最新のニュースを豊富にお届け
する様に努力致しますので何卒宜しく
お願い申し上げます。
尚、
ご意見、
ご希望がございましたら、
お気軽にご連絡下さい。(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

166
168
899-9008

お年玉というのは奈良時代にはじまっ
た風習で、目上の人が目下の者に与え
る年の初めの賜（たまもの）がつまっ

★ 消防
マニラ地区
マカティ地区
パサイ地区
ケソン地区

★ 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
ホームページ
http://www.ph.emb-japan.go.jp/inde
x_J.html

★ 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

【 知ってなるほど 】
■ 室町時代は扇（おうぎ）
、江戸時代
は法被（はっぴ）だったお年玉！？

ケソン地区
Quezon City Medical Center 913-7397
De Los Santos Medical Center723-0041
St. Luke’s Medical Center 723-0301

★ 在セブ出張駐在官事務所
12 Floor, Metrobank Plaza,Osmena
Blvd., Cebu City, Phillippines
電話：
（032）255-0287

【 緊急サービス情報 】
★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署

★ 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

527-3653
818-5150,816-2553
844-2120
923-0605

★ 外務省海外安全ホームページ：
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

海外引越 ・ 国内引越
日本の心でお運びします。詳しくは http://www.nittsu.com/home.asp へ
海外・国内引越・ジェット宅配便は、フィリピン日通にお任せ下さい。
引越準備は余裕を持って、お早めに。ご相談、お見積もり無料です。

「 引越

／

