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フィリピン・ニュース
＜夕刊＞
◆ ブラック・ナザレーン祭
犠牲者２人の追悼ミサ
木曜日の午前中、キアポ教会では、
前日のブラック・ナザレーン祭で死亡
した信者２人の為に追悼ミサが執り
行われた。
◆ グロリエタ２爆発事件
関係者を起訴 －ＰＮＰ
木曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ
は、マカティ市にあるグロリエタで
昨年、１１人が死亡し、１００人以上
が負傷した爆発事故について、氏名の
発表を控えたが、当事者に対する刑事
告訴の準備が完了していると発表した。
◆ 長期間の捜査
事件の「特異性」によるもの
昨年１０月１９日に、マカティ市で
１１人が犠牲となったグロリエタ２
爆発事件に関する捜査に時間がかかっ
たことについて、警察は、本事件の
「特異性」によるものであると指摘
する発言をした。木曜日、マニラ首都
圏警察管轄区南部地区のティクマン

● 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。

警視正の発表によると、この事件を
捜査する為に編成された特別部隊は、
収集した証拠の一つ一つを分析する
にあたり、
細心の注意を払ったという。
◆ 押収した覚醒剤を横流し
押収されて警察署の証拠保管庫に収め
られていた覚醒剤、いわゆるシャブを
「再販」する麻薬密売人に横流しして
いた容疑で、ケソン市警察当局の証拠
保管課の職員が木曜日に逮捕された。
◆ ボホール沖
バンカー・ボート沈没事故
木曜日、ラジオ放送局、ｄｚＢＢが
報じたところによると、ボホール州の
沖合で高波に遭ったモーターつきの
バンカー・ボートが転覆し、沈没した
という。この事故で２人が死亡し、
２人が行方不明になっているという。
フィリピン沿岸警備隊に入った初期
報告によると、死亡した２人と行方
不明の２人は、Ｍ／Ｂメイジャー・
ジェイ号に乗船していた乗客１６人の
中の４人だという。
◆ セブ沿岸の沖合 船舶故障
木曜日の未明、セブ州の沖合で、セブ
行きの船舶でエンジン・トラブルが
発生し、およそ３００人の乗客が
足止めされたという。ラジオ放送局、
ｄｚＭＭによると、ジョージ・アンド・
ピーター・ライナー社所有のＭ／Ｖ

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

本日のレート

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３５７３（↑）
＄＝Ｐ４０．３１ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７００（↑）
＄＝Ｐ４０．６５ （↓）
※矢印はペソの動き（前日比）

☆【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】
フリスは水曜日の午後７時頃、セブに
向かう１１時間の船旅の為に、北ザン
ボアンガ州ダピタン市を出航したと
いう。しかし、出航後７時間程が経過
した午前２時頃にこの船のエンジン・
ピストルが機能しなくなったことで、
セブ州にあるダラゲテとオスロブ町
沿岸の沖合で動けなくなったという。
◆ カロオカン市 強盗事件
木曜日、カロオカン市バランガイ・
バゴン・シランで、地元テレビ局の
職員が２人組の強盗に刺されて負傷
するという事件が起こった。
◆ トンド 強盗容疑者３人射殺
木曜日の正午前、マニラ市トンド地区
で、強盗団と警察官とが銃撃戦を展開
し、強盗容疑者３人が死亡した。
マニラ警察管轄本部のロサレス本部長
によると、この銃撃戦は、午前１１時
４０分、トンドのモリオネスにある
ロード１０で発生したという。

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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◆ １１月の輸出総額 ２％減少
１１月のフィリピン物品輸出総額は、
電子製品の輸出が停滞したことにより、
前年同月比２％下降して３９億５千万
ドルを記録したという。木曜日、政府
が発表した。国家統計局の声明による
と、フィリピンの輸出の大半を担う
電子製品は前年同期比４．５％ダウン
の２４億２,２００万ドルだったと
いう。

＜日刊＞
◆ グロリエタ２爆発事件
天然ガスが原因 ‐ＰＮＰ
マカティ市にあるグロリエタ２で昨年
１０月１９日に発生した爆発の原因に
ついて、爆弾ではなく、混合天然ガス
だというのが警察当局の捜査陣の見解
だという。フィリピン国家警察、ＰＮ
Ｐの情報筋が水曜日の夜に地元テレビ
局に明かした情報によるもの。
この情報は、報告書の草案に含まれて
いたという。
◆ ブラック・ナザレーン祭
死者２名
水曜日の午後、マニラ市にあるキアポ
教会から数百人の警察官によって誘導
され黒いキリスト像が運び出された後、
大勢の信者達が少しでもキリスト像に
近づこうとして争った結果、２人が
死亡し、少なくとも４０人が負傷した
という。
◆ デ・カストロ副大統領
宗教行列に参加
水曜日、デ・カストロ副大統領は、
マニラ市キアポ地区でブラック・ナザ
レーン、黒いキリスト像を乗せた山車
を引くロープを奪い合う数万人の信者
に参加したという。
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◆ 石油製品への課税
代替歳入はテキスト？
水曜日、
貿易産業省のファビラ長官は、
石油製品への課税を撤廃、又は一時
停止とする提案が出されている中、
新たな歳入源として、携帯電話のテキ
スト・メッセージに課税することが
望ましいという個人的な意見を発表
した。
◆ ハロスホス釈放事件
北ザンボアンガ州選出のハロスホス元
下院議員はニュー・ビリビッド刑務所
のレオパンド監督官の署名した書類に
基づいて釈放されたという。これは
水曜日に明らかにされた。
◆ 国軍 鉱山の警備強化
共産主義ゲリラが外国からの投機を
断念させる為に大規模なプロジェクト
を攻撃したことを受けて、政府は水曜
日、国軍部隊に対して、全国の鉱山に
おける警備を強化する様にと命じた。
◆ レガルダ上院議員の
大統領選出馬は必至
デ・カストロ副大統領の見解によると、
レガルダ上院議員は、いかなる事由が
生じたとしても、２０１０年に行われ
る選挙の際、必ず大統領候補として
出馬するという。
◆ 「冒険主義は許容されない」
‐陸軍司令官
水曜日、フィリピン陸軍の司令官は、
今後、国軍内の冒険主義が寛容される
ことは二度と無いと発言した。
◆ サン・フアン市議
自動車学校の路上講習 制限を要請
サン・フアン市のサンチャゴ評議員は、
同市内における交通渋滞を緩和する為
に、自動車学校の路上講習で生徒が
運転の練習を大通りですることを制限
する様にと要請した。

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◆ カランバ市 ドイツの都市と
姉妹都市提携を検討中
ラグナ州にあるカランバ市は、フィリ
ピンの英雄、ホセ・リサールを共通と
するドイツにある都市と姉妹都市とし
て提携する計画を検討している。
ドイツ駐箚のアルバート大使が外務省
に報告したところによると、ドイツの
バデン・ウェテンベルグにあるウィル
ヘルムスフェルド市との姉妹都市連携
の提案について話し合いたいと、カラ
ンバ市のラドリド行政官から同氏に
申し入れがあったという。
ホセ・リサールは、
カランバで出生し、
１８８６年に、ウィルヘルムスフェル
ド市に滞在し、最初の小説「Ｎｏｌｉ
Ｍｅ Ｔａｎｇｅｒｅ」を執筆した。
（ 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:
The Humble Village Musician
Clarion Chamber Ensemble に よ る
ビレッジッミュージシャンの代表とも
いえる、ニールセン、シューベルト、
ブラームスの作品の競演です。
アーティスト：
Denise Santos Huang, Violin
Nepthalie Villanueva, French horn
Hyun Joo Lee, Piano
David Johnson, Flute
Ruben Reyes, Guitar
Renato Lucas, Cello
Joy Allan dela Cruz , Viola
Ariel Sta. Ana, Clarinet
Frenvee Andra, Bassoon
Rommel Cruz, Double bass

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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日時：２月３日（日）午後６時３０分
場所：Philamlife Theater
Philamlife Bldg., U.N. Ave.
Manila
チケット：P700 P500 P300
連絡先：637-0443
E-mail: clarionensemble@yahoo.com
☆ Jose Mari Chan:
A Heart`s Journey!
バレンタインにふさわしいフィリピン
を代表するバラードシンガー、Jose
Mari Chan の魅惑的なコンサートです。
スペシャルゲスト：Ms. Sheryn Regis
日時：２月１３日（水）１４日（木）
場所：Music Museum
Greenhills Shopping Complex
2nd Level, Theatre Mall
Ortigas Ave., Greenhills
San Juan
チケット：P3399 P2266 P1133
連絡先：TicketWorld 891-9999
☆ Aenigma
第一回、
DOTA (Defense of the Ancient)
によるゲームトーナメントです。
日時：１月１５日（火）
場所：Trinoma Activity Center
連絡先：Mai Saporsantos
936-6781 / 0917-8212665
E-mail:maisaporsantos@yahoo.com.ph
☆ Romeo Lee and His Fans
パンクミュージシャンであり、ビジュ
アルアーティストでもある、Romeo Lee
による新年度初の個展です。
期間：１月２４日（木）まで
場所：Mag:net Gallery Katipunan
AGCOR Building
330 Katipunan Ave.
Loyola Heights, Quezon City
連絡先：Mag:net Gallery 929-3191

E-mail: magnetgalleries@gmail.com
http://www.magnetgalleries.com
☆ The Manila Galeon
スペイン人の両親を持ち、マニラで
生まれ、フランスのピレネー山脈で
育ち、スペイン南部を旅して培われた
感性を中国インクの作品であらわす
Jose Maria Ovejero の作品展です。
期間：１月１５日（火）～２月７日（木）
午後６時３０分まで
場所：Alliance Francaise de Manille
209 Nicanor Garcia, Bel-Air II
Makati City
連絡先：
Alliance Francaise de Manille
895-7441 / 895-7585
E-mail: odintinger@alliance.ph

《 明日です 》
〈コンサート〉
● 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

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
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〈演劇・舞台〉
● 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

《 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？ 】
■ 上杉謙信が敵に塩を送る
（１５６９）
永禄１２年１月１１日（１５６９年
１月２７日）
、上杉謙信が、武田信玄に
塩を贈りました。
上杉謙信は越後の龍、
武田信玄は甲斐の虎と呼ばれ、ともに
強力な戦国大名でした。

“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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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。

二人は国を安定させ勢力を拡大して
天下を目指 します。川中島で４度に
わたる決戦がおこなわれましたが両者
譲らず痛み 分けとなります。一方で
両者はそれぞれ互いにぶつからない
ルートで都を目指しました。上杉謙信
は一度北陸 ルートで上洛に成功、
室町将軍から関東管領に任じられます。
武田信玄は太平洋側から東海ルートで
都を目指しますが駿河にも大大名・
今川がいます。
武田はこの今川と対立、
ここで今川は駿河から甲斐へ向かう
商人の往来を禁止、とりわけ塩が甲斐
に入って行かなくなりました。そして
甲斐の窮状を見かねた上杉謙信が、
武田に日本海で取れた塩を贈ったので
す。対立を越えた謙信ならではの義理
の通し方でした。

【 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

【 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

-4「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

【 ＢＳＴからのお知らせ 】
ビデオのダビング･サービスを承って
おります。
サービス料は、ＤＶＤ１枚４４８ペソ
大量の場合は、割引がございます。

【 いまさら人に聞けない疑問 】
★「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

■ 日本のナゼだ？！
<日本人の鼻は、なぜ低い？>
日本人の鼻が低いのは、もともと栄養
状態がよくなかったからです。
同じ日本人でも江戸時代の絵をみると、
庶民の鼻は低いのに大名の鼻は高く
描かれています。栄養状態によって、
鼻の高さがかなり変化するのは、鼻の
骨が軟骨でできているからです。
栄養がいいと甲状腺ホルモンが活発に
働き、軟骨が発達してきます。
鼻の軟骨が大きくなれば、自然と鼻も
高くなります。
しかし、もともと日本人は肉食を避け
てきました。その為、甲状腺ホルモン
の働きが低下し鼻の軟骨があまり発達
しなくなって、
鼻が低くなったのです。

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

ただし、戦後は欧米なみの食事をとる
ようになって、この半世紀は日本人の
鼻はずいぶん高くなりました。

2008/01/10
にぎやかに過ごすのが大好きです。
とてもさびしがり屋でひとりでいるのが
苦手だからです。人の好き嫌いが激しく、
嫌いな人を無視することがありますが、
こうした意地悪をおさえないと失敗しま
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⑬

【 ことわざを学ぼう 】

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す。
今日ご紹介するのは・・・

■ 塒を巻く（とぐろをまく）
（慣用句）

倶知安（くっちゃん）
北海道にある地名です。
アイヌ語で「狩り小屋がある川」を
意味する「クチャ・アン・ナイ」と
いう言葉が変化したものです。

【 明日の誕生花 】
■ １月１１日の誕生花
シェフレラ（カポック）
Schefflera arboricola

花言葉 とても真面目
一般にカポックと呼ばれていますが、
本来のカポックとは違います。葉の形が
ガチョウの足に似ているので、中国名
は鵞掌藤といいます。
科名
ウコギ科
原産地 中国南部～台湾
栽培方法
挿し木、取り木で増やします。０℃程度
の低温にも耐え、乾燥や日光不足にも
強く生息します。
１月１１日生まれのあなたは・・・
友人とおしゃべりしたり飲みにいったり、

数人の人が特に用もないのにある場所
にたむろする様子、特に不穏な様子で
あるときに言います。
用例：夜の公園で塒を巻くのは
感心しない行為だ。
参考：蛇などが渦巻状に巻いて
蟠
（わだかま）
ることからです。

■ 毒を言う（どくをいう）
（慣用句）

-5■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
最近、１６歳の少女がデング熱で志望
したというニュースを聞きました。
本当にお気の毒です。そのニュースを
聞いている私は、事務所でいつも蚊に
喰われて･･･ (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

★ 病院
マニラ地区
Philippine General Hospital
521-8450
Manila Medical Center
用例：彼女の悪癖は、
523-8131
すぐに毒を言うことだ。
Manila Doctor’s Hospital
524-3011
類語：毒づく 悪態を付く
マカティ地区
憎まれ口を叩く
Makati Medical Center
815-9911,892-5544
パサイ地区
【 知ってなるほど 】
Hospital De San Juan Dios
831-9731
相手を刺激し傷付けるような悪意を
含んだことを言う、また悪意を含んだ
言い回しをすることです。

■ 株式とは植物の根株分けから！？
難産だった株と株式会社の訳語ですが、
藩政による武家社会から突然、欧米流
の政治形態が導入されたので、当時の
日本人にとってはわからないもの
だらけでした。
株とは木の朱い部分、地上でもっとも
下の部分をいいます。これが株式の
意に転じたのは植物の株分け（根株分
け）から出たもので、会社を大樹と
見立ててのものです。

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

