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フィリピン・ニュース
＜夕刊＞

● 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￥＝Ｐ０．３５８３（↑）
＄＝Ｐ４０．３３ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７１５（↑）
＄＝Ｐ４０．６０ （↑）
※矢印はペソの動き（前日比）

イ・デ・ラス・アラスさんは国家捜査
局、ＮＢＩに、マニラ市にあるコンビ
ニエンス・ストアの店員２人に対する
訴えを申し立てた。訴状によると、
同店員達は、アイアイさんの１６歳の
息子が店の商品を万引きしたと疑い、
息子を乱暴に扱ったという。

◆ トンドのバランガイ評議員
撃たれて死亡
月曜日の夜、マニラ市トンドにある
バランガイ・ホールの前でバランガイ
評議員が撃たれて死亡するという事件
が起こった。トンドのゾーン６バラン
ガイ６４の評議員として最初の任期を
務めていたホセリト・パグリブアン
さん４３歳は、メリー・ジョンストン
病院に運び込まれた時点で死亡が確認
された。

◆ ブラカンの河川 汚染から救おう
－下院議員が呼びかける
ブラカン州選出のニコラス下院議員は、
世界で最も汚染した３０の川のリスト
からマリラオ川を除外する活動を実施
する為、環境天然資源省のアティエン
ザ長官に対して同活動の支援を要請
した。ニコラス下院議員は、メイカウ
アヤン市の河川システム全体を再構築
し、川をゴミ箱にしている全ての市町
村が関与すべき時期に達したと指摘
している。

◆ ＮＡＩＡ
サーキット・ボックス盗難事件
年末年始の出入国ラッシュの最中の
１２月３０日、ニノイ・アキノ国際
空港、ＮＡＩＡで同空港の着陸システ
ムに関係するサーキット・ボックスが
盗まれるという事件が発生した。この
事件により、同空港の主要滑走路に
機体を誘導する為の照明が点灯しなく
なったという。

◆ ブラック・ナザレーン祭
８万人の人出
水曜日、毎年恒例の黒いキリスト像、
ブラック・ナザレーン祭が開催される
マニラ市キアポのプラザ・ミランダで
は、宗教行列が開始される１時間前に
は７万人から８万人の群集が押し寄せ
た。

◆ 女性コメディアン
コンビニ店員を訴える
火曜日、女性コメディアンのアイア

◆ テロ攻撃で死亡した国連職員
大統領表彰
１２月にアルジェリアの首都アルジェ
で爆弾テロ攻撃事件に巻き込まれて

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】
死亡した国連世界食糧計画のフィリ
ピン人職員、ジーナ・ルナさんの功績
を讃え、水曜日、アロヨ大統領は同氏
を表彰した。
◆ 左派団体
石油価格の大幅値上げを警告
水曜日、左派系の団体は石油自由化法
の撤廃と石油製品に課される１２％の
付加価値税撤廃を政府が拒否したこと
により、今年の年末迄に石油価格が
１リットルあたり５０ペソ値上がる
ことが見込まれると警告した。
◆ 石油割引券の発行を提案
－ラクソン上院議員
野党のラクソン上院議員は水曜日、
石油関税の１％減税の恩恵を確実に
有効化する為に、最も必要としている
公共仕様車の運転手に対して、石油割
引券を発行するという計画を検討して
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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◆ ケソン市
タクシー運転手刺殺事件
水曜日の未明、ケソン市バランガイ・
ピンヤハンでタクシー運転手の遺体が
発見された。この運転手は刺し殺され
たとみられている。
◆ ＵＰディリマンの元学生寮 火災
ケソン市ディリマンにあるフィリピン
大学の構内で使用されないまま廃墟と
なっていた学生寮で 火災が発生した。

＜日刊＞
◆ 石油 関税の減税
火曜日、アロヨ大統領は、石油価格
高騰による国内経済への影響を緩和
する為に、輸入される石油に課す関税
を３％から２％に減税する様にと命じ
た。
◆ ＭＭＤＡ
ＥＤＳＡ
ピンク・ライン・キャンペーン
マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡに
よると、マニラ首都圏の主要幹線道路
や大通り沿いにある歩道との仕切りに
１万キロメートルのピンク色の線が
塗られるという。ＭＭＤＡによるピン
ク・ライン・キャンペーンは、エドサ
通り全体をはじめ、主要幹線道路を
対象にしており、歩道と車道との明確
な区別を目的としている。
◆ 質屋の店主
詐欺容疑で告訴される
携帯電話や電子製品を専門とする質屋
の店主が客の２億ペソと共に逃亡した
容疑で訴えられた。
◆ ２００８年
大規模なインフラ整備 －農務省
農務省は、小規模な農家や漁師の商い
を促進する為に、今年、７０８キロ
メートルにおよぶ農場から市場までの
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道路建設や市場関連の２００のインフ
ラ案件に着手する計画だという。農務
省のヤップ長官が発表した。
◆ 刑務所幹部
強姦犯の釈放書類に署名
火曜日、ニュー・ビリビッド刑務所の
幹部は、強姦容疑で有罪判決を受けた
ハロスホス服役囚を釈放する書類に
法務省の最終的な承認のないまま署名
したことを認めた。
◆ 「エラップのジープは満員」
－ラクソン上院議員
火曜日、ラクソン上院議員は野党陣営
選出の「次期大統領候補者」リストが
過密状態にあることから、前大統領の
愛称で知られる「エラップ」のジープ
が満員になっていると表現した。
◆ 米国防省 テオドロ国防相を招待
アメリカの国防省は、フィリピン国防
省のテオドロ長官に対して今年第２
四半期にワシントンに招待した。
国軍の関係筋によると、この会合は
「お互いを知る」ことを目的とした
ものだという。
◆ グロリエタ２爆発事件
原因は爆弾 －アヤラ・ランド社
フィリピン国家警察、ＰＮＰがグロリ
エタ２爆発事件に関する調査の最終
報告を木曜日に公開すると発表した
ことを受けて、グロリエタを管理する
アヤラ・ランド社は火曜日、改めて
爆弾による爆発であるとの見解を
示した。
◆ 火災現場の調査 －パサイ市長
パサイ市のトリニダッド市長は、同市
の土木局に対して、先週の木曜日に
起こった火災によって焼失したガレリ
ア・バクララン・モールの焼け残った
部分を調査する様にと指示した。
トリニダッド市長は同時に、土木局の
ハバルヤス技師に対して、火災現場

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付近に露天商が戻ることを認めない
ようにと指示した。
◆ パシグ市ミニ動物園
少女が蛇に噛まれる
先週末、パシグ市の商業施設の１つで
あるミニ動物園で飼育されている毒性
の無い蛇が１７歳の少女を噛むという
事故があった。この商業施設を運営
する企業によると、現在、この事故に
ついて調査しているという。
（ 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 》
☆ Clarion Chamber Ensemble
Clarion Chamber Ensemble の年明け
公演は、１８世紀に活動したドイツの
作曲家であり「近代音楽の父」と称さ
れる巨匠ヨハン・ゼバスティアン・
バッハの作品です。
プログラム：
Sonata in E major for Flute
Harpsichord and Bassoon Continuo
Johann Sebastian Bach
Tenor Aria "Benedictus” from b
minor Mass Johann Sebastian Bach
Tenor Solo, Violin Solo, Cello,
Double bass and Harpsichord Continuo
"Canonic Fugue" from the Musical
Offering,J.S Bach
Flute,Violin, Cello,Bassoon, Double
bass and Harpsichord
Sonata in G Major, Flute, Violin,
Cello and Harpsichord, J.S. Bach.

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
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ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

2008/01/09

ＮＥＷＳ

日時：１月１７日（木）
場所：Francisco Santiago Hall
BDO South Tower, Makati Ave.
cor H.V. de la Costa Sts.
Makati City
チケット：P500 P300 P200
連絡先：637-0443
☆ Martin Nievera XXV
フィリピンのコンサートキング
Martin Nievera の新年コンサートです。
日時：２月１日（金）午後８時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cubao
Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）P3800
パトロン（指定席）
P3200
下段ボックス（指定席） P2700
上段ボックスＡ（指定席）P1600
上段ボックスＢ（自由席）P 800
一般自由席
P 375
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.martinnievera.net
☆ 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。写真撮影の基本
からコンピューターへの取り込み作業
まで行います。
日時：
１月２２日（火）午後６時・午後９時
１月２３日（水）午後６時・午後９時
１月２４日（木）午後６時・午後９時
１月２９日（火）午後６時・午後９時
１月３１日（木）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

☆ Die Fledermaus (The Bat)
フィリピン文化センター（ＣＣＰ）
新年のオペラ開幕は、ウィンナー・
ワルツの代表的作曲家ヨハン・シュト
ラウスが書いた、オペレッタの王様的
作品「蝙蝠（こうもり）
」です。話の筋
の荒唐無稽さ、変装による取り違えの
面白さ、大舞踏会の華やかさなどどこ
をとっても楽しめる上に、素晴らしい
音楽にも酔うことが出来る素晴らしい
作品です。
日時：
１月１８日（金）午後８時
１月１９日（土）午後３時・午後８時
１月２５日（金）午後８時
１月２６日（土）午後３時・午後８時
場所：
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
連絡先：
UST Conservatory of Music 731-4022
CCP Music Division 832-1125 loc.1604
☆ Disney on Ice...
Mickey and Minnie Amazing Journey
世界中の子供や大人を魅了する氷の上
のミュージカル、ディズニー・オン・
アイスです。
今回は
「Mickey and Minnie
Amazing Journey」ミッキーマウスと
ミニーマウスを中心としたアメージン
グ・ジャーニーです。
※スペシャル・プロモ
２００席以上ご予約のグループには、
１０％のディスカウントがあります。
日時：
１月１８日（金）午後２時・午後６時
１月１９日（土）午後１時・
午後４時３０分・午後８時
１月２０日（日）午後２時・午後６時
１月２２日（火）午後６時
１月２３日（水）午後６時
１月２４日（木）午後６時
１月２５日（金）午後２時・午後６時

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

-3１月２６日（土）午後１時・
午後４時３０分・午後８時
１月２７日（日）午後１時・
午後４時３０分・午後８時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cubao, Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）
P1340
下段ボックスＶＩＰ（指定席）P1340
パトロン（指定席）
P1100
下段ボックス（指定席）
P1100
上段ボックスＡ・ＶＩＰ
P 900
上段ボックスＡ（指定席）
P 640
上段ボックスＢ（自由席）
P 350
一般自由席
P 150
連絡先：
Kevin Tecson, Uniprom Inc
Sales
Executive
911-3101 loc.8335 / 0910-4014321
TicketNet 911-5555

《 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１０日（木）～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、

“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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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。

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１０日（木）～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

期間：１月１０日（木）～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

<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１０日（木）～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１０日（木）～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

● 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１０日（木）～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)

-4Carlos

"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１０日（木）～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１０日（木）～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

日本文化チャンネル桜 協賛募集中！！

日本文化チャンネル「桜」

スカイパーフェクＴＶ！ チャンネル２４１

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ＯＮＬＩＮＥ
ＴＶも引き続きお楽しみ下さい。
ア ドレ スは以 下の 通りで す 。
http://www.ch-sakura.jp/

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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ

Ugu Bigyan
Hadrian Mendoza
期間：１月１０日（木）～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。
期間：１月１０日（木）～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１０日（木）～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

2008/01/09
Eメール：info@friendshipmanila.com

【 明日は何の日？ 】
■ ロンドン
世界初の地下鉄が開業（１８６３）
１８６３年１月１０日（文久２年１１
月２１日）
、
ロンドンでパディントンと
ファリントン・ストリートを結ぶメト
ロポリタン鉄道が営業を開始しました。
蒸気機関車で約６㎞を走りました。

-5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

列車は１０分毎に運転され、初日には
４万人の利用客がありました。
「通勤
者」ということばが使われ始めたこの
時代、郊外から乗り入れる鉄道が都心
の建物密集地帯にターミナルを設けら
れないために、都心部の地下を走行す
る鉄道として計画され、地面に溝を
掘り、再び土をかぶせてトンネルを
造るカットアンドカバー工法により
建設されました。動力として電気が
使われ始める前の地下鉄は蒸気機関車
によって牽引されていたため排煙対策
が大きな課題でした。しかし１８９０
年に電気機関車による牽引が開始され
たのに続き、１８９８年には電車に
よる路線も開業し、以来路線延伸が
着実に進められてきました。

【 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

★ 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！

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
制でご購入頂く形となっております。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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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！

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

★Ｓｏ－ＴＶについての

■ 日本のナゼだ？！

【 いまさら人に聞けない疑問 】

<日本人は、なぜおじぎをするか？>

★「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。

【 明日の誕生花 】
■ １月１０日の誕生花

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

成田（なりた）
千葉県にある地名です。
日本の表玄関、
新東京国際空港がある街です。
ゴロゴロと雷がよく鳴る土地で、
「鳴田
（なるた）
」
と呼ばれていたのが転じて
「成田」になりました。

日本人がおじぎをしはじめたのは、
大化改新（６４５年）の頃からです。
それまで、日本人は目上の人に対して
は土下座をしていました。邪馬台国に
ついて記された『魏志倭人伝』にも、
「下戸（庶民）が大人（貴族）と話す
ときは、うずくまってひざまずき、
両手を地について敬意を表す」と
記されています。
それが大化改新の際、土下座をやめて
おじぎに変更されました。おじぎは、
中国の立礼をまねたもので頭を下げる
ことで無防備であることを示し、攻撃
意志のないことを表現したのです。
ただし、大化改新以降も、おじぎは
なかなか広まりませんでした。
そこで、
天武天皇が土下座を禁止して、立礼に
統一というおふれをだして、ようやく
おじぎは日本人の間に広まり始めたの
です。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑫
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・・・

アナナス
Ananas
花言葉 たくわえる

アナナスとは、もとは南米のインディオ
がパイナップルにつけていた名前で、
中国では、パイナップルの果実を鳥の
卵に見立てて鳳梨としています。
科名
パイナップル科
原産地 中央～南アメリカ
栽培方法
栽培には最低５℃以上の温度が必要で、
１０℃以下の低温と３０℃以上の高温で
は生育せず、直射日光も好みません。
アナナスは特殊な植物で、水分を葉の
つけねから補給するので、葉の表面に
霧吹きなどで散水することが大切です。
１月１０日生まれのあなたは・・・
上品な外観で、おっとりしたお嬢さん、
お坊ちゃんタイプですと言っても決して
浮世離れした夢想家ではなく、いざと
いうときは現実的に行動する能力、気力
の持ち主です。結婚すると家庭を守る
ために、より一層の力を発揮します。

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

／
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■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

【 ことわざを学ぼう 】

編 集 部 よ り

■ 独立自尊（どくりつじそん）
（四字熟語）
他人に頼らず独力で事を行ない、
自己の人格と尊厳を保つことです。

■ 独立独歩（どくりつどっぽ）
（四字熟語）
①他人に頼ることなく、自力で自分の
信ずるところを行うことです。
②他と異なる、はっきりした特色を
持っていて同じに扱えないことです。
類：独立独行 我が道を行く

【 知ってなるほど 】
■ 駅伝とは
律令制時代の「駅馬」と
「伝馬」の制度から！？
日本での駅伝の歴史は古く、律令制で
は唐制にならってすでに駅馬と伝馬の
制を定めています。
それは公用の旅行や緊急の通信のため
に、五畿七道の三十里（現在の四里、
およそ１６キロ）ごとに駅家を置き、
渡し場には水駅を設置しました。
そして駅長、駅子に駅馬、駅船を運営
させたというのだから駅長の言葉も
古いものです。

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳに
広告やメッセージを掲載してみません
か？単なるお知らせでしたら無料です
ので、お気軽に掲載内容を送って下さ
い。また、同好会やグループの活動に
関する連絡や情報交換にも伝言板とし
て、ご利用頂けます。そしてビジネス
上の宣伝などにつきましては、現在、
プロモ料金で大変、お得になっており
ます。
そういえば、1 月 12 日（土）は、昨年、
突然にご他界された飯田眞さんの追悼
コンサートが行われるそうです。午後
６時から飯田さんのオリジナル曲が演
奏されるそうです。詳しい事は明日の
お知らせに掲載されます。どうやら、
ディナーショーの様ですので、
みな様、
お誘い合わせの上、どうぞ、お出かけ
下さい。
昨晩の運転はスイスイでした。
やはり、
あまり夜遅くまで残業して、トラック
走行解除時間以降になると、道路が
かえって混雑しますので早く帰宅する
ことにします。あとは、暗さだけを何
とか克服できれば良いのですが・・・・・
(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

-7★ 消防
マニラ地区
マカティ地区
パサイ地区
ケソン地区

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
★ 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/

【 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

166
168
899-9008

「本間中将終焉の地修復計画」
ＰＨＩＬ-ＪＡＰＡＮは、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致しました。
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、PHIL-JAPAN まで

電話番号：７５２－７２４６

