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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。

本日のレート

銀行レート￥＝Ｐ０．３５８７（↑）
＄＝Ｐ４０．６６ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７３０（↑）
＄＝Ｐ４０．８０ （↑）
※矢印はペソの動き（前日比）

可能性については、前向きな見解を
持っていると発言した。

フィリピン・ニュース
＜夕刊＞
◆ グロリエタ２爆発事件
木曜日に最終報告発表
－ＰＮＰ
フィリピン国家警察、ＰＮＰは、昨年
の１０月１９日に起きたマカティ市
グロリエタ２爆発事件に関する最終的
な捜査結果の報告書を木曜日に公開
すると発表した。火曜日、ＰＮＰの
ラゾン長官が明らかにした。
◆ 石油製品のＶＡＴ免税案 却下
－財務相
世界市場における石油価格高騰の影響
を緩和する為の提案として、石油製品
に課される付加価値税、通称ＶＡＴの
撤廃が呼びかけられているが、テベス
財務省は火曜日、この撤廃案を却下
した。ラジオ放送局、ｄｚＭＭの報道
によると、石油製品がＶＡＴ免税に
なった場合、政府は４００億ペソの
歳入を失うことになると、テベス財務
相は警告を発しているという。テベス
財務相は同時に、政府は、石油価格
高騰の影響を緩和する為に輸入される
石油製品に課している関税を減税する

◆ 射殺された窃盗犯の遺族
警察官を告発
月曜日、ケソン市で警察官との銃撃戦
によって死亡した車両窃盗容疑者３名
の遺族は、同作戦を実施した警察官を
刑事告訴する準備を進めているという。
◆ ジプニー運転手への暴行
大学院生２人逮捕される
火曜日の未明、ケソン市で、ジプニー
運転手に暴行を加え、無理矢理に免許
証を奪い取った容疑で、犯罪学を専攻
する大学院生２人が逮捕された。
◆ マニラ首都圏
相次ぐ発砲事件で２人死亡
月曜日の夜、パサイ市とマニラ市で
それぞれ発砲事件が発生し、高齢の
女性とバランガイの評議員が死亡した。
◆ マカティ市火災
５０世帯が被災
火曜日の未明、マカティ市で火元不明
の火災が発生し、宿舎を中心とした
数軒の民家が焼失し、少なくとも
５０世帯が被災したという。
◆ インフレ率 前年同月比３.９%増
昨年１２月のインフレ率は、石油価格
の値上がりとホリデー・シーズンの

国内旅行・海外旅行

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/

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

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

午後４時現在

☆【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】
食品支出が活発だったことを受けて、
早いペースで引き上げられた。国家
統計局、ＮＳＯが火曜日に明らかに
した。ＮＳＯによると、消費者物価は
前年同月比３.９％増を記録したと
いう。尚、１１月の前年同月比の上昇
率は３.２％だった。
◆ バクララン・モールの露天商
移転期限の延期を要求
先週３０時間に及ぶ火災が発生した
バクラランにあるショッピング・モー
ル付近で商売を営む露天商達は火曜日、
パサイ市のトリニダッド市長に対して、
移転期限とされた金曜日を延長する
様にと要請した。ラジオ放送局、
ｄｚＢＢによると、ガレリア・バクラ
ラン・ショッピング・モールと軽量
高架鉄道、通称ＬＲＴのバクララン駅
近くで商売を営んでいた露天商達は、
火災が鎮火された直後、移転先の用意
がなされていないと反発していたと
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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◆ パンパンガ州の川行進 感電死
日曜日の午後にパンパンガ州で行われ
た伝統的な宗教行事である川の行進で
感電して溺れた信者の遺体が火曜日、
救助隊によって回収された。３日間に
およぶ捜索活動の結果、フリウス・
バルデスさん１４歳の遺体が火曜日の
午前７時５７分頃、バランガイ・サグ
ラダ・ドス付近の河川から引き上げら
れた。この感電事故によって子供９人
を含む１１人が負傷したという。

＜日刊＞
◆『治安』を建て前に
全国ＩＤ制度が再浮上
過去、様々な団体によって強硬に反対
されていたにも拘わらず、フィリピン
国軍とフィリピン国家警察、ＰＮＰは
月曜日、
「国家の治安問題の脅威を抑制
する為に」全国ＩＤ制度の実施に関す
る提案書を再浮上させたという。
◆ 立候補者の議員辞職を求める法案
マニラ市選出のバガツィン下院議員は、
上院議員が大統領選やその他の公職選
挙に立候補する場合、上院議員職の辞
任が義務づけられる法案を提出した。
◆ 少女者強姦罪の犯人
釈放命令を調査 －法務省
少女強姦事件で有罪判決を受け、服役
中のロメオ・ハロスホス服役囚を先月、
モンティンルパ市にあるニュー・ビリ
ビッド刑務所から釈放するという命令
が漏洩したことについて、法務省は、
捜査を開始する準備を整えているとい
う。
◆ マグダロ将校１０名
釈放後の動向監視
政権打倒の新たな企てに関与した容疑
で５３名のマグダロ将校が拘束されて
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いた。その内の１０名がクリスマス前
に釈放された。月曜日、フィリピン国
家警察、ＰＮＰは、この１０名の動向
を監視していると発表した。
◆ フィリピン人出国者
昨年の１日平均 ２９４１人
フィリピン海外雇用庁、ＰＯＥＡが月
曜日に明らかにした予備データによる
と、昨年、海外就労を目的としてフィ
リピンを出国したフィリピン人は１日
あたり平均２９４１人だったという。
◆ ケソン市銃撃戦 強盗団６人死亡
月曜日、ケソン市で元警察官を含む強
盗容疑者６人が警察官との銃撃戦を展
開した結果、
全員、
射殺されたという。
◆ 司祭の政界進出に苦言
－ＣＢＣＰ
月曜日、フィリピン・カトリック司祭
協議会の関係者は、司祭達に対して政
界への進出を自粛する様にと呼びかけ
た。
◆ ＵＰ転落事故 女性が重体
月曜日、ケソン市ディリマンにあるフ
ィリピン大学の大図書館の５階から４
０歳の女性が転落した。医師団が昨晩
の時点で発表したところによると、こ
の女性は重体の為、手術を施せない容
態だという。警察当局では、自殺と他
殺の両面から捜査を継続している。
◆ 廃棄物処分場問題
クエルポ町長を告訴か？
リサール州ロドリゲス町のクエルポ町
長は、リサール州内にあるモンタルバ
ン廃棄物処分場に進入した数台のダン
プ・トラックを没収したという。これ
についてマニラ首都圏開発管理庁、Ｍ
ＭＤＡは月曜日、クエルポ町長を告訴
する計画があると発表した。

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

-2◆ リサール州銃撃戦
強盗容疑者３人射殺
月曜日、リサール州アンゴノで強盗容
疑者３人が警察官と銃撃戦を展開した
結果、全員が射殺された。
◆ ＮＰＡ 過去最少人数５７００人
月曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ
のラゾン長官が明らかにしたところに
よると、フィリピン国内における反体
制派の共産主義者やイスラム教徒の過
激派の人数が過去最少レベルまで減少
したという。同長官が報道関係者に語
ったところによると、共産主義の新人
民軍、通称ＮＰＡのゲリラの人数は昨
年末の時点で、５７００人余に減少し
たという。これは、フィリピン国軍が
全国１３ヶ所にあるゲリラの拠点を制
圧したことによるもの。
（ 提供: Early Bird News Service ）

【 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 》
☆ Love`s Labours
Philippine Philharmonic Orchestra
（フィリピン交響楽団、ＣＣＰ）に
よる２００８年初のコンサートです。
ヴォーン・ウィリアムズのバイオリン
とオーケストラの協奏曲、セルゲイ・
プロコフィエフのロメオとジュリエッ
ト等の演目です。
日時：１月１１日（金）午後８時
場所：
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
チケット：P350～P1000
連絡先：TicketWorld 891-9999

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
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☆ Maritess Allen's :
Philippines 2008 Feng Shui Updates
伝統中国風水で、今年を占い、より
よい年にするためのイベントです。
日時：１月１９日（土）
場所：Renaissance Hotel
Esperanza St. cor. Makati Ave.
Makati City
連絡先：World Of Feng Shui hotline
914-7888 / 412-6888 / 0920-9509390
☆ CG Expo 2008:
Call For Department Heads
２００８年度サイバーゲームエキスポ
です。ビデオやコンピューターゲーム
の新旧ソフトが揃います。
日時：１月２７日（日）
２８日（月）
２９日（火）
場所：SM Mall of Asia
Central Business Park
Bay Blvd., Bay City
Pasay City
連絡先：0917-6085841
E-mail: gamebrainus@yahoo.com
☆ Chinese Painting Workshop
中国古来の水墨画のワークショップで
す。
講師は、
世界各地で個展を開催し、
４０年以上のキャリアを持つ
Pieh Tsai と Shiu-Yuin です。
日時：
２月０２日（土）午後２時・午後５時
２月０９日（土）午後２時・午後５時
２月１６日（土）午後２時・午後５時
２月２３日（土）午後２時・午後５時
３月０１日（土）午後２時・午後５時
３月０８日（土）午後２時・午後５時
３月１５日（土）午後２時・午後５時
場所：Yuchengco Museum, RCBC Plaza
Corner Ayala &
Sen. Gil J. Puyat Ave.
Makati City

連絡先：Elma Abrina 889-1234
E-mail:
abrina_programs@yuchengcomuseum.org
☆ Tuesdays with Morrie
全米で１００万部突破、感動のノン
フィクション、病気で死が近づいた
モリー先生とかつての教え子である
著者のやり取りです。
ミッチ・アルボム原作
「Tuesdays with Morrie（モリー先生
との火曜日）
」の舞台化です。
日時：１月１１日（金）
１２日（土）
１３日（日）
場所：On Stage, 2nd Level
Greenbelt 1, Paseo de Roxas
cor. Legaspi St., Ayala Center
Makati City
チケット：P566.50 P360.50 P257.50
連絡先：TicketWorld 891-9999

《 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９日（水）～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、

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９日（水）～１５日（火）
場所：SM Mall of Asia
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９日（水）～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９日（水）～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

“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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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９日（水）～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
● 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９日（水）～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)
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期間：１月９日（水）～２月９日（土）
場所：Kawilihan Gallery
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 / 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９日（水）～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９日（水）～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
● 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。

-4期間：１月９日（水）～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。
期間：１月９日（水）～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

《 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。
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

【 明日は何の日？ 】
■ 内村鑑三不敬事件が起こる
（１８９１）
１８９１年（明治２４年）１月９日、第一
高等中学校講師の内村鑑三（うちむら
かんぞう）が、講堂で挙行された教育
勅語奉読式において天皇親筆の署名に
対して最敬礼をおこなわなかったことが
同僚・生徒などによって非難され、それ
が社会問題化しました。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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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。

-5ぜひ、ご覧になってみてください！
★Ｓｏ－ＴＶについての

【 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！
天皇の署名のある勅語に教員及び生徒
が最敬礼を する際、嘱託教員でキリス
ト教徒の内村は軽く頭を下げてすませ、
「礼拝は天皇を神に祭り上げるもの」と
して礼拝を 拒み、各界から「非国民」
として非難が起きました。その後あらゆ
る新聞で書きたてられて社会的な集中
攻撃を受け、隊長を崩し学校を辞めざる
を得なくなり、２月に依願解嘱しました。
人格的には 慈愛に満ち、高潔で、強固
な意志の 持ち主であったとされ、そ
れ故に大日本帝国の国民への抑圧的
体制に対して、キリスト者の立場から後
の敗戦を予言するような厳しい批判の
言葉も残して います。

【 Ch.桜からのお知らせ 】
★ 映画「南京の真実（仮題）
」
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

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。

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！

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！

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

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！
<なぜ、日本人男性には
痴漢と下着泥棒が多い？>
外国では、レイプ事件は頻繁に起きて
いますが、痴漢と下着泥棒はめったに
いません。この二つの性犯罪は、日本
名物ともいえます。日本人男性に痴漢
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と下着泥棒が多いのは、
一言で言えば、
性的な欲望が抑圧された形で性的スト
レスがたまっているためといえます。
会社でまじめな社員を演じ、家でも
やさしくてまじめな夫を演じます。
そういう仮面的な生活でたまったスト
レスのハケ口として、痴漢と下着泥棒
に走るのです。日本人男性は女性を
レイプするほど、暴力的で攻撃性の強
い性格の人は、比較的まれなのです。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
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風による葉ズレや強い直射日光にも
弱いので鉢植えがむいています。樹は
湿度の高い方を好みますが、根は過湿
に弱いので、排水と保水の良い用土を
使って植え付けます。植え替えは梅雨
の前が適期で、株分けは新芽４～５本
に必ず樹を２～３本付けて分けます。
１月９日生まれのあなたは・・・
その気がなくても、恋のトラブルに巻き
込まれやすい人です。思いつめた相手
にしつこく迫られたり、三角関係に巻き
込まれたりします。あいまいな態度を
避け、はっきり意思表示したほうがトラ
ブルを防げます。

■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑪
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・・・
根来（ねごろ）
和歌山県にある地名です。
「ねごろ」は
山谷を意味する「嶺（ね）の鞍（くら）
」
という言葉が転化したといわれていま
す。

【 明日の誕生花 】
■ １月９日の誕生花
観音竹（かんのんちく）
Rhapis excelsa
花言葉

スマートな淑女

【 ことわざを学ぼう 】
■ 徳は孤ならず必ず隣あり
（とくは こならず かならず
となり あり）
（故事成語）
徳のある人は孤立することなく、必ず
善き協力者に恵まれるものであると
いうことです。
出典：
「論語－里仁」
「子曰、徳不孤必有鄰」
■ 特筆大書（とくひつたいしょ）
（四字熟語）
特に目立つように書き記すこと、
目立つように取り上げることです。
用例：特筆大書すべき手柄をたてる。
参考：特に他より抜きん出ている点や、
誉めるべき事柄などを指示するための
言葉として用います。

【 知ってなるほど 】

江戸時代に琉球から伝わり、名前は
首里の観音堂に由来します。変化に
富んだ葉の斑模様を見るのも、この
植物の楽しみです。
科名
ヤシ科
原産地 中国南部
栽培方法
株分けで増やします。耐寒性が弱く、

■ 二重橋（にじゅうばし）は
石橋が
二重に見えるからではない！？
皇居前広場から見て手前のめがね橋の
石橋と、上方に見える石橋が二重に
見えるところから二重橋の名があると
思っている人が多いようですが、意味
はまったく別です。
江戸時代、この橋を架けるとき堀が
深く石垣が高かったため、木の橋を

-6一つつくりそれを埋めて土台とし、
その上にもう一つ橋をつくったこと
から二重橋の名前が生まれました。
寛政の頃（１７８９～１８０１）から
この名があり、手前のめがね橋の石橋
は西の丸大手橋といい、いま皇居正門
石橋といいます。奥のは西の丸下乗橋
といいました。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
昨晩、帰宅時の運転は、日中の運転の
５倍位、疲れました。(＠_＠;)
何しろ車内の照明が暗いので速度を指
す針が見えません。今、何キロで走っ
ているのかわからないまま、回りの車
にリズムを合わせて・・・・・その後
は、大渋滞です。だいたいブレーキが
フィリピン人好みに設定されていてで
すねぇ～余裕が無いから軽く踏んでも
キュッと止まってしまいます。お陰で
運転している自分が車酔いしてしまっ
たというお粗末さです。やはり、高級
車でなくても良いから、普通の状態の
車が欲しい・・・誰か新古車を譲って
下る方、
いませんかぁ～っ！！(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
【 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

★ 消防
マニラ地区
マカティ地区
パサイ地区
ケソン地区

166
168
899-9008

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

★ 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

