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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ 警察当局の見解に不快感
‐アヤラ・ランド社
グロリエタ・モールを所有するアヤ
ラ・ランド社は、
フィリピン国家警察、
ＰＮＰが同社の過失によってガス漏れ
が生じたことを爆発の原因だとする
見解を発表したことについて、
「深い
懸念」を持っていると表明した。同社
によると、海外の犯罪科学専門家が
爆発現場で発見したＲＤＸの痕跡が
「重要事項」であるという。また、Ｐ
ＮＰによる刑事告訴の被告として同社
の幹部３名が名指しされたことについ
て、
「遺憾」であると発表し、同社が集
めた証拠が無視されたことに関する失
望感を表明した。

● 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。

◆ テキスト課税を否定 ‐大統領府
金曜日、大統領府は、ショート・メッ
セージサービス、いわゆる携帯電話の
テキスト・メッセージに課される税金
に関する計画があることを否定した。
◆ ニュー･ビリビッド刑務所
法相が視察
金曜日、ゴンザレス法相は、少女強姦
容疑で有罪判決を受け、服役していた
ハロスホス元下院議員が昨年の１２月
に無許可で釈放されたことを受け、モ
ンティンルパ市にあるニュー・ビリビ
ッド刑務所の視察を行った。
◆ マカティ市の火災
３００世帯が被災
金曜日の午前中、マカティ市で、民家
１００軒を焼失する火災が発生し、
およそ３００世帯が被災した。
◆ マニラ市 看護学生自殺
金曜日、マニラ市サンパロックの民家
で、この家に住む看護学生が首を
つって自殺した。

◆ ＬＰＧ価格 値下げ
ＬＰガスの販売業者の発表によると、
土曜日の午前中から、ＬＰＧの価格を
１キロあたり５０センタボ値下げする
という。

◆ 宅配企業の支店 強盗に襲われる
金曜日、マニラ市サンパロックにある
宅配企業の支店に、オートバイに
乗った３人組の武装犯が押し入り、
現金を奪ったという。被害額は明らか
になっていない。

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￥＝Ｐ０．３５５７（↑）
＄＝Ｐ４０．２６ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７２０（↓）
＄＝Ｐ４０．５５ （上）
※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】
◆ パシグ市
倉庫火災
木曜日の深夜、パシグ市の倉庫３棟を
焼く火災が発生し、衣服５００万ペソ
相当を焼失した。
◆ ＮＡＩＡ３ 地震でひび割れ
昨年１１月に、マニラ首都圏を襲った
震度４．５の地震により、未使用の
ままとなっているニノイ・アキノ国際
空港第３ターミナル、ＮＡＩＡ３の
建物の一部にひびが入っているという。
これにより、今年開港の計画が更に
ずれ込みそうだという。
◆ トラックが電柱に衝突
停電に
金曜日の未明、ナボタス市でトラック
が配電会社の電柱に衝突したことから、
ナボタス市とマラボン市の両市の複数
の地域の住民が停電に直面している
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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＜日刊＞
◆ 嗜好品への課税を検討 －財務省
財務省は、アルコールやタバコへの
増税を求める政策を支持しており、
少なくとも年内にテキスト送受信に
課税するという提案については積極的
ではないという。
◆ グロリエタ２爆発事件
ガス爆発の責任者を告訴か？
グロリエタ２爆発事件の調査を委託
された複数の政府機関によって構成
された同事故調査委員会は、昨年、
１１人が死亡したモールでの爆発に
責任があるとして、アヤラ・ランド社
の中間管理職３名を含む１５人の従業
員に対する刑事告訴を勧告した。
◆ アヤラ・ランド社
天然ガス説に反論
アヤラ・ランド社は、マカティ市に
あるグロリエタ・モールの所有者でも
ある国内最大の不動産開発業を営む
企業だ。木曜日、アヤラ・ランド社は、
昨年１０月１９日に、同モールの一部
で爆発事件が起こったことについて、
改めて有毒ガスの蓄積が原因ではない
という見解を示した。
◆ 共産主義組織の規模
縮小作戦 －国軍
木曜日、
国軍のエスペロン参謀総長は、
国軍が今年中に共産主義ゲリラ組織の
構成員を４分の３に減らす計画がある
ことを明らかにした。
◆ 前大統領の資産
１０億ペソを新たに発見？
エストラーダ前大統領の所有とみられ
る資産１０億ペソ以上が手付かずの
ままバンコ・デ・オロに預金されて
いるのが見つかったという。現在、
サンディガンバヤン公務員特別裁判所
による没収の対象としてみなされて
いる。
◆ バンコ・デ・オロの資産を否定
－前大統領
サンディガンバヤン公務員特別裁判所
のウリエタ判事がエストラーダ前大統
領の偽名口座がバンコ・デ・オロに
あり、１０億ペソ以上の蓄財を発見
したと主張していることに言及し、
特赦処分が科されたエストラーダ前
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大統領は、
「没収したら良いじゃない
か」と発言した。

《 最新情報 》

◆ 燃料価格への助成金を要請
－財界団体
木曜日、フィリピン産業連盟、ＦＰＩ
の会頭は、国際市場における石油価格
の値上がりによって生じる影響を緩和
する為に、アロヨ政権に対してディー
ゼル燃料の価格に助成金を与える様に
要請した。

☆ 飯田眞さん 追悼コンサート

◆ 銀行支店長
税関口座の預金流用容疑で逮捕される
水曜日、国家捜査局、ＮＢＩは、税関
局の銀行口座から１５００万ペソを
別の口座に流用したことにより、
２００２年資金洗浄防止法に違反した
として、
同銀行の元支店長を逮捕した。
◆ ケソン市立ち退き政策
不法占拠者が反発
木曜日の午前中、ケソン市ニュー・
マニラの私有地に建てられた小屋を
同市の解体チームが撤去したことに
ついて、
不法占拠者達が激しく反発し、
一時、騒乱状態となった。感情的に
なった住民の１人が小型の手製爆弾を
投げつけたことから、警察官２名と
解体チームに参加していた民間人１人
が軽傷を負ったという。
◆ ケソン市 老女の遺体発見
木曜日の午前中、ケソン市タンダン・
ソラの民家で、この家に住んでいた
高齢の女性が死亡しているのが発見
された。発見者はこの女性の兄弟だと
いう。遺体は既に腐乱しており、死後
およそ６ヶ月が経過しているとみられ
ている。また、何者かに殺害された
形跡があるという。
（ 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。

昨年９月に心筋梗塞にて急逝された日
本通運ご勤務の飯田眞（いいだ・しん
さんを偲んで３つのグループが演奏と
踊りを披露しますので、是非、お越し
ください。お席のご用意の関係ででき
ればご予約ください。とはいえ飛び入
りも歓迎です。
・マニラエックスプレス
（弟、飯田陽さん参加）
眞さんがギターで参加していた駐在員
を中心とするポップスバンド。眞さん
のオリジナル曲を中心に１０曲演奏し
ます。
・J K Unit（弟、飯田陽さん参加）
眞さんがベースで参加していた日韓
バンドです。韓国ドラマの主題歌を
中心に４曲演奏します。
・J Dance Company
眞さんがサウンド・コーディネーター
をしていたヒップホップ・ダンス・
グループで、駐在員の奥様（プラス
宮地さん）８人を中心に結成され、
昨年の盆踊りの自由曲ダンス部門で
優勝したグループ。今回はその中から
奥様４人で STEADY という曲を踊りま
す。
日時：１月１２日（土）
午後６時～午後９時まで
場所：エンターテインメント・
アートセンター
Entertainment Art Center
12 Jupiter St., BelAir
Makati City
Tel:752-3971
マカティのジュピター通り
日刊マニラ新聞事務所近くの
２階建て
会費：大人一人 ５００ペソ
１８歳未満の学生・生徒
２５０ペソ
小学生以下のお子様 無料
夕食付：ブッフェスタイル
参加資格：飯田眞さんにお世話に
なった方を含むどなたで
も。
予約電話：811-5555 / 0918-8115555
（屋良／梅澤）
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主催：マニラエックスプレス
日比ビジネスクラブ
☆ Live in His Presence
The Mission-bearer Christian Church,
Inc. (MCCI)主催による、第１回慈善
コンサートです。新しい教会建設の
ための資金を集めます。
出演：Kuh Ledesma
Isabella（Kuh Ledesma の娘）
Christian Bautista
Carlo Orosa、Rency
日時：１月２０日（日）
場所：Hacienda Isabella
Indang, Cavite
チケット：P2500 P1500 P500
連絡先：Tess H. Bacos 0916-4608817
E-mail: lito@laducut.com
☆ Musiko Sa Museo
フィリピンを代表するバイオリン奏者
Alfonso Bolipata、ピアノ Jovianney
Emmanuel Cruz、チェロ Renato Lucas
によるコンサートです。
日時：２月９日（土）午後５時
場所：National Art Gallery
National Museum of the Philippines
Padre Burgos St., Rizal Park
Manila
チケット：P1000
連絡先：Elenita D.V. Alba 527-0278
E-mail:museum.education.nm@gmail.com
☆ PBA Smart Phil. Cup 2007
１９７５年に発足されたアジア最古の
プロバスケットボールリーグ‘PBA’の
Smart Phil. Cup 2007 です。
Air21 Express vs Sta. Lucia Realtors
Brgy. Ginebra Kings vs Talk 'N Text
Phone Pals
日時：１月１３日（日）
場所：Araneta Coliseum, Cubao
Quezon City

2008/01/11
チケット：
コートサイド
パトロン A
パトロン B/下段ボックス A
下段ボックス B
パトロン C/下段ボックス C
上段ボックス A
上段ボックス B
一般席
連絡先：TicketNet 911-5555

-3P650
P450
P400
P330
P295
P90
P25
P15

☆ 第１０回アジア漫画展
10th Asian Cartoon Exhibition 、
「アジアの環境問題」をテーマとした
アジア１０ヶ国１０名の漫画家の作品
７７点を展示します。
期間：１月１６日（水）～３１日（木）
午後７時
場所：SM Mall of Asia
Central Business Park
Bay Blvd., Bay City, Pasay City
期間：２月１日（金）～６日（水）
場所：The Podium, 18 ADB Ave.
Ortigas Center, Mandaluyong City
期間：２月１６日（土）～２９日（金）
場所：SM City North EDSA
North Ave. cor. EDSA
Quezon City
連絡先：Japan Foundation 811-6155
http://www.jfmo.org.ph

《 週末です 》
● 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

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

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。
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

《 最終日です 》
● 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１３日（日）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：Asian Center 927-0909
E-mail: asiancntr@up.edu.ph
UPVM 928-1927 / 981-8500 loc.4024

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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● 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。"
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「南京の真実」公式ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ

います。

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。

期間：１月１３日（日）まで
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

【 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。

《 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。

レルヒ少佐が指導したのは、リリエン
ペルト式と言われるスキー術で、使用
されたストックは１本の長い杖でした。
日露戦争でロシア帝国に勝利した日本
陸軍の研究のため、１９１０年１１月
に交換将校として来日しました。

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

スキー教師として来日したわけではあ
りませんが、日本陸軍では八甲田山の
雪中行軍で事故をおこしたばかりだっ
たこともあり、日本陸軍はレルヒのス
キー技術に注目し、その技術向上を目
的として高田歩兵第５８連隊の営庭や、
高田の金谷山などで指導を行いました。
１９９４年に１月１２日を「スキー
記念日」と制定しました。

【 明日は何の日？ 】
■ レルヒ少佐が
日本初のスキー指導を行う
（１９１１）
１９１１年
（明治４４年）
１月１２日、
オ－ストリアから日本に来ていたテオ
ドール・フォン・レルヒ陸軍少佐が、
新潟県高田市（現在の上越市）の陸軍
歩兵連隊の将校に、スキーの指導を
行ないました。これが日本における
本格的なスキーの始まりと言われて

【 Ch.桜からのお知らせ 】
★ 映画「南京の真実」
製作支援のお願い

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

◆ 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

★「チャンネル桜 友の会」
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

“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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「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

それをすばやく抜くには、左側を歩く
必要があったのです。すると、武士の
刀の鞘（さや）にぶつかったりすると
いけないということで、荷車なども
武士に追随して左側通行をするように
なりました。

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

この名残りで、明治３３年、人も車も
全て左側通行することが決められたの
です。
車だけが左側通行となったのは、
昭和２５年のことです。モータリゼー
ションの時代が来て、それまで左側を
歩いていた歩行者が右側へとはじき
出されることになったのです。
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花言葉 継続する

【 ＢＳＴからのお知らせ 】

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑭

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 】
■ 日本のナゼだ？！
<なぜ、日本ではクルマは左側通行？>
欧米のほとんどの国では、クルマは
右側通行です。日本と同様に左側通行
の国は、イギリス、オーストラリアと
インドくらいのものです。
文明開化期、
日本はさまざまな分野で英国をお手本
にしましたが、
車の通行法に関しては、
大英帝国を手本にしたわけではありま
せん。

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・・・
弟子屈（てしかが）
「でしくつ」とは読みません。北海道
にある地名です。アイヌ語で「岩場の
川岸がある場所の上流域」という意味
の「テシ・カ・カ」という言葉が変化
しました。

【 明日の誕生花 】
■ １月１２日の誕生花
ラケナリア
Lachenalia

左側通行の由来は、江戸時代以前に
さかのぼります。クルマのない時代、
武士は決まって道の左側を歩いて
いました。
武士は刀は左腰にさすため、

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

ユリ科の球根植物です。変わった名前
ですが、スイスの植物学者ベルナー・
ド・ラ・シュナルの名前に由来していま
す。
科名
ユリ科
原産地 南アフリカ
栽培方法
球根で増やします。
植え付けは８月中旬～１１月上旬、
開花期は２月上旬～４月上旬、
草丈２５～３５㎝寒さに弱いので、冬の
間戸外での栽培は困難です。
１月１２日生まれのあなたは・・・
ひかえめで節度をもった人です。派手な
アクションをするわけではないのに、な
ぜか注目を集めいつでもステキな印象
を残します。思いがけない求愛に驚く事
もあるでしょう。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 毒を食らわば皿まで
（どくをくらわばさらまで）
（慣用句）
既に罪を犯してしまったのだから、
躊躇わずに最後まで悪に徹しようと

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/
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いう考えです。また軽く、どうせ
ここまでやったのなら最後まで遣り
通そうという使われ方もします。
類語：毒を舐めれば皿まで
毒を食わば皿を舐（ねぶ）れ
英・日対照語：Over shoes, over boots.
（どのみち靴が
泥に浸(つ)かるなら、
長靴の上まで浸かってしまえ）
参考：
いったん毒を食べてしまったのだから、
それならいっそ毒をもった皿まで
なめてしまおう、
という意味からです。
■ 得を取るより名を取れ
（とくをとるより な をとれ）
（慣用句）
金を儲けることよりも、名誉の方が
大切であるということです。実利より
名の方が尊いものであるという意味で
す。
類語：烈士は名に殉ず
君子は義に喩り小人は利に喩る

水天宮の神の使いだからです。
東京・日本橋にある水天宮は、筑後
久留米藩主の有馬氏が藩邸内に水天供
を分祠したことにはじまります。
そして江戸庶民に参拝を開放したので
人気が高まり、河童がいたずらで人馬
を川へ引っぱり込むところから商売
繁盛の神となり、さらに河童が
かわっぱ、かわわっぱの略で、
４、５歳ぐらいの子供の形をしている
ところから安産の神様にもなりました。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
催眠術の様に、ねむぅ～くなってしま
います。
カラーコーディングの関係で、マニュ
アルが運転できない私が選んだ方法は、
朝５時おきで６時にはオフィスでお仕
事をしていましたが、眠くて死にそう
です。これが私の人生？このまま歳を
取っていくだけ？などと考えると、
少々、恐ろしくなってしまいます。
実際には、
そんな深刻ではなく、
単に、
睡魔との闘いなのですがねぇ～・・・
(Sugar）

対語：名を取るより得を取れ
名を捨てて実を取る

【 知ってなるほど 】
■ 「水天宮（すいてんぐう）
」とは
河童（かっぱ）のことをいう！？
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
水天宮が水の神といわれるのは水天供
（すいてんぐ）→水天宮になったから
で、その水天供とは、河童、つまり

-6★ 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
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
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

【 緊急サービス情報 】

「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

