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＜夕刊＞ 

 

◆ アロヨ政権への満足度 下降 

アロヨ政権による基本的な問題への 

取り組み方に関する国民の満足度が 

下降しているという。これは、 新の

ソーシャル・ウェザー・ステーション、

ＳＷＳの調査結果から明らかになった

もの。採点された１０項目の内９項目

において、国民の満足度が下がって 

いる。得点別では、プラスの得点が  

３項目となりプラス・マイナス・ゼロ

が３項目、「明らかにマイナスの得点」

が４項目となったという。 

 

◆ クーデター計画には「無関係」  

－前大統領 

月曜日、エストラーダ前大統領は、  

アロヨ大統領打倒を目論む新たなクー

デターが１月２２日に起きると報じ 

られた件に関する関与を否定する発言

をした。 

 

◆ 男性２人 射殺される 

日曜日、ケソン市で、２人の男性が  

武装した男達に撃ち殺されるという 

事件が発生した。 

 

◆ 元下院議員の入院 事情聴取 

控訴裁判所は、元西ミンドロ州選出の

ビリヤロサ下院議員とニュー・ビリ 

ビッド刑務所の所長に対し、１２月に

ビリヤロサ元下院議員が無許可で入院

したことに関する見解を求めた。ビリ

ヤロサ元下院議員は１９９７年にポー

ル・キントス氏とマイケル・キントス

氏の兄弟を殺害したとして２００６年

にケソン市第一審地方裁判所で農民 

６名と共に殺人罪で有罪判決を受けて、

同刑務所で刑に服していた。 

 

◆ レビステ元州知事の審理   

延期される 

殺人を犯した容疑がかけられている 

バランガス州のレビステ元州知事は、

サウジアラビアから帰国した際には、

法廷で沈黙を破ると公約したが、月曜

日の午前中に予定されていた審理が 

延期されたことにより、法廷で証言 

することが出来なかった。ラジオ放送

局、ｄｚＭＭがマカティ地裁の法廷に

おけるレビステ元州知事の発言として

報じたところによると、弁護団の１人

であるマニュエル・シンソン弁護士が

健康上の理由で出廷出来なくなった 

ことが審理日程延期の理由だという。

シンソン弁護士は、結腸ガンから誘発

した肺炎等といった合併症に罹患して

いるという。一方、法務省のベラスコ

上級検察官は、今回のレビステ陣営の

審理延期の動きについて、単なる遅延

戦略に過ぎないと指摘した。 

 

◆ 農業生産 ５％近く上昇 

フィリピンの昨年１年間における農業

生産高は、通年の成長目標とされた

５％近く増加したという。月曜日、  

農務省が発表した。 

 

◆ 密輸高級車  

税関局に引き渡される 

先週の金曜日、マニラの北埠頭で摘発

された２台の高級乗用車は本日、月曜

日に、税関局に引き渡されたという。

地元のテレビ局が朝の番組で報じた 

ところによると、ＢＭＷのＺ-４スポー

ツ・カーとベンツの合計７００万ペソ

相当以上が税関局のモラレス局長に 

引き渡されたという。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３５６８（↓）

     ＄＝Ｐ４０．３４ （↓）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７２５（↓）

      ＄＝Ｐ４０．５０ （↑）

※矢印はペソの動き（前日比） 

ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza,845 
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail ：clubnews@philjpn.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://philjpn.com/

● 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。 

☆【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】 

フィリピン・ニュース 

パソコンの１１９番
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/

和食処 和
豊豊富富ななメメニニュューー  ボボリリュューームム満満点点  
温温かかなな心心ののおお料料理理ををごご賞賞味味下下ささいい。。

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） 

国内旅行・海外旅行 

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 

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

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

mailto:pchelp.makati@gmail.com
http://winsmanila.com/pchelp/index.htm
mailto:ftrc@pldtdsl.net?subject=%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%EF%BC%88from%20WINS%20Club)
mailto:fstmn@pldtdsl.net
http://friendshipmanila.com/
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◆ 射殺された警察官  

麻薬取引に関与か？ 

月曜日の早朝に警察官が射殺された 

事件で、パシグ市は殺害された警察官

が「麻薬に関与」していた疑惑につい

て捜査しているという。ラジオ放送局、

ｄｚＢＢが報じたところによると、 

死亡したローランド・ファラオン２級

警察官は数年前、「麻薬の蚤の市」に 

関与していた警察官の１人だとされて

いたという。 

 

◆ 金融業者  

１０万ペソの被害に遭う 

月曜日の午前中、ケソン市ノバリチェ

スで、金融業を営む経営者が強盗に 

約１０万ペソを奪われた。 

 

◆ ＶＡＴ免税 ＬＰＧ価格 

７０ペソの引き下げ可能？ 

液化石油ガス、いわゆるＬＰＧ業者 

連盟の発言によると、政府がＬＰＧの

価格に課されている新付加価値税、 

ｅＶＡＴに関し、一時的に非課税措置

を講じれば、現行の１１キログラムの

ＬＰＧタンクの価格から７０ペソを 

値下げすることが可能だという。 

 

＜日刊＞ 

 

◆ 「新たなクーデター計画の情報」  

－法相 

日曜日、法務省のゴンザレス長官は、

アロヨ政権打倒を企てるトリリヤネス

上院議員に連結するグループによる 

新たな計画を暴露した諜報を受けた 

ことにより、法務省の 新のマスコミ

への報告を発表した。ゴンザレス長官

によると、法務省は、この反乱を企て

ているグループが１月１７日から２２

日の期間中に、新たな反乱行動を実施

するという報告を受け取っていると 

いう。 

 

◆ 左派団体 ゴンザレス長官を非難 

農場労働者を虐殺した「メンディオラ

惨殺事件」から２１周年となることに

合わせた抗議行動が政権打倒を働き 

かける為の現場として利用されると 

いう警告書を法務省のゴンザレス長官

が発行したことについて、日曜日、  

左派系の農民団体は、国民を「脅え  

させている」と同長官を批判した。 

 

◆ クーデター計画 軽視 －国軍 

トリリヤネス上院議員と繋がるグルー

プによって新たなクーデター計画が 

企てられていると報じられたことに 

ついて、日曜日、フィリピン国軍、  

ＡＦＰは本件を重視しない姿勢を  

見せた。 

 

◆ 地滑りの危険を警告  

－フィリピン気象庁 

日曜日、フィリピン気象庁は、季節  

外れの豪雨の後、ルソン島全域におい

て鉄砲水や地滑りの恐れがあるという

警告を繰り返した。 

 

◆ 資金洗浄疑惑７件 調査 

資金洗浄防止評議会、ＡＭＬＣは、  

約１４億４００万ペソの資金が関与 

する汚職関連の事例、少なくとも７件

について調査していると発表した。 

 

◆ エストラーダ前大統領  

大統領選出馬を示唆 

「私でも良いだろう」エストラーダ前

大統領は、現存する大統領候補者に 

任務を任せるよりも、国家の指導者 

として、自分自身を選出するかもしれ

ないと発言した。 

 

◆ 前大統領の立候補は違憲  

－大統領府 

２０１０年の大統領選挙に前大統領が

立候補することは憲法が禁じていると

いう。日曜日、大統領府は改めてエス

トラーダ前大統領に対して念を押した。 

 

◆ マリファナ所持の邦人 逮捕 

日曜日、ニノイ・アキノ国際空港   

第２ターミナルで、下着にマリファナ

３４本を隠し持っていた邦人男性が 

逮捕されたという。関西国際空港行き

のフィリピン航空機に搭乗する寸前に

逮捕された日本人は、ニシ・ケンイチ

容疑者５５歳だと公表された。 

 

◆ 「大統領選出馬より 

渋滞緩和が先決」 

日曜日、マニラ首都圏開発管理庁、  

ＭＭＤＡのフェルナンド長官に対して、

大統領選挙に立候補することを目指し

たり、より重要課題に取り組むことを

公言する以前に、エドサ通りの渋滞 

問題を解決する様にと求める声が  

あがった。 

 

◆ ケソン市 酒場前の集団暴行事件 

先週、木曜日の夜、ケソン市の酒場の

前で、看護学生と２人の友人が１１人

の若者に暴行されるという事件が発生

した。複数の目撃者の話によると、  

フィリピン国家警察に勤務する幹部 

クラスの警察官の息子として知られる

アーロン・ラオ容疑者は、このバーの

常連客で、しばしば、この付近の暴力

事件に関与しているという。 

 

（ 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 》 
 

☆ Beyond Carol's Fight For Cancer 

ガン撲滅治療のための資金を支える

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 

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

mailto:clubnews@philjpn.com
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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Retro Dance Partyによる 

慈善コンサートです。 

 

ゲスト： 

2nd Generation 

Mr. Joseph Olfindo 

GMA production executive  

and also a former member of 

"Something Special" 

 

4th Generation TNM 

Jeffrey Coronel, Pagcor executive & 

former solo recording artist 

 

5th Generation TNM 

Kash Gatuslao, Dingdong Fernando 

Alynna, solo performer & recording 

artist 

 

The Soldout Band. Blair Escario, 

Felix Escario, Arvin Allado & Cora 

Blanco 

 

The RX Band 

80's Retro dance band and. 

 

Mr. Bobby Del Rosario 

singer and business tycoon 

 

日時：１月１９日（土） 

午後７時３０分 

場所：Ratsky 

243 Tomas Morato cor.  

Scout Fuentebella Sts. 

Quezon City 

チケット：P500 

連絡先：Junn Guevara 0921-9749491  

E-mail: kgtnm5@yahoo.com

 

☆ MYMP... A Valentine So Perfect 

フィリピンの人気アコースティック 

デュオMYMPによる、バレンタインソロ

コンサートです。 

 

日時：２月１６日（土）午後８時 

場所：Meralco Theater 

Ortigas Ave. cor. Meralco Ave. 

Ortigas Center, Pasig City 

チケット： 

オーケストラ（指定席）P840  

特別席（指定席）   P630  

バルコニー（指定席） P420  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.mympband.com/

 

☆ Food Expo 

毎年恒例のフードエキスポです。国内

のあらゆる地方の特産品が揃います。 

 

期間：１月３１日（木）～２月３日（日） 

場所： 

SM Megatrade Hall at SM Megamall  

in Ortigas Center, Mandaluyong City 

連絡先：Philfoodex 634-3466 

E-mail: philfoodex@tri-sys.com

 

☆ Kudeta 

 

Mustapha Matura による、大統領を  

倒すべく、持ち得るあらゆる武器に 

よりクーデターを起こそうと企む喜劇

です。 

 

期間：２月３日（日）まで 

場所：CCP Studio Theater 

Cultural Center of the Philippines 

CCP Complex, Roxas Blvd, Pasay City 

チケット：P515 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

☆ Desaparecidos 

A Filipino Musicale 

マルコス政権下を舞台に、学生運動家

の政府に示した勇気、そして愛を   

えがきます。 

 

日時：１月２０日（日） 

午前９時・正午・午後３時 

１月２６日（土） 

午前９時・正午・午後３時 

１月２７日（日） 

午前９時・正午・午後３時 

２月２日（土） 

午前９時・正午・午後３時 

２月３日（日） 

午前９時・正午・午後３時 

場所：Sm Centerpoint   

 

日時： 

２月９日（土） 

午前９時・正午・午後３時 

２月１０日（日） 

午前９時・正午・午後３時 

場所：SM City Manila   

連絡先：0921-5658237 / 0922-3442283 

http://www.dbap.8m.com

 

 

《 明日です 》 

 
〈イベント〉 
 

● 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

 

 

〈展示会・展覧会〉 
 

● 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 

“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 

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 

http://www.mympband.com/
http://www.dbap.8m.com/
mailto:clubnews@philjpn.com
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連絡先： 

Alliance Francaise de Manille  

895-7441 / 895-7585  

E-mail: odintinger@alliance.ph  

 

 

〈習い事〉 
 

● Argentine Tango 

タンゴのルーツ、本格的アルゼンチン

タンゴのワークショップです。 

人気種目のため 

お早めの予約をお願いします。 

 

日時： 

１月１５日（火）午後７時 

１月２２日（火）午後７時 

１月２９日（火）午後７時 

場所：Asian Social Institute 

1518 Leon Guinto St., Malate 

Manila 

受講料：P1500 

連絡先：Ares Andres  

523-8265～66 / 0920-3106897 

E-mail:grupofilipinosalsa@yahoo.com

 

 

《 最終日です 》 
 

〈イベント〉 
 

● 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１５日（火）まで 

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〉 
 

● 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１５日（火）まで 

場所：University of the Philippines 

Dilliman, Quezon City 

連絡先：832-3702 

 

  

《 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？ 】 
 

■ 坂下門外の変（１８６２） 

文久２年１月１５日（１８６２年２月

１３日）、江戸城坂下門外で、老中安藤

信正が幕政改革を目指す水戸の尊攘激

派浪士ら６名に襲撃されました。坂下

門外の変といわれる事件です。 

 

安藤は、大老井伊直弼が暗殺された後

に幕閣の実権を握り、朝幕関係の改善

を目指す公武合体路線を推進しました

が具体策である皇妹和宮降嫁は尊攘派

の怒りをかっていました。また井伊の

開国路線は継承しており、この点も 

尊攘派の反発を呼んでいました。 

しかし桜田門外の変後、諸大名の警備

は厳重で安藤は負傷しましたが命に 

別状はありませんでした。水戸浪士の

意図は討幕ではなく幕政改革でしたし、

安藤の命にも別状はありませんでした

が、幕府の要人が再度白昼に襲撃され

たことは、幕府の権威をさらに傷つけ

ることになりました。安藤は４月には

老中を罷免され、８月には隠居・蟄居

を命じられました。 

 

 

【 Ch.桜からのお知らせ 】 
 

★ 映画「南京の真実」 

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。 

 

【 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 

 

★「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。 

http://www.globalfuncarnival.com/
mailto:info@friendshipmanila.com
http://www.nankinnoshinjitsu.com/
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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

 

 

【 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 】 
 

■ 日本のナゼだ？！ 

 

<なぜ、日の丸の上には 

金の玉がついているのか？> 

 

日の丸を掲げるときには、縞の旗竿の

先に金の玉をつけるスタイルが一般的

です。一般家庭が祝祭日に日の丸を 

掲揚するようになったのは、明治中期

以降のことです。当初は、それぞれ  

勝手に白地に赤の旗をつくり、物干し

竿などに掲げていたということです。

そのうち、縞の旗竿に金の玉、それに

国旗の三点セットになったものが  

売り出され、このスタイルが市民権を

得ました。 

 

一説によると、金の玉は太陽の遣いで

あったヤタガラスを象徴したもので、

旗竿は神武天皇の持っていた弓の模様

からとったものといわれています。 

日本神話では、神武天皇東征の際、  

熊野から大和に抜ける山中で、天照 

大神から道案内として遣わされたヤタ

ガラスが、神武天皇の持つ旗がついた

弓の先に止まったことになっています。 

 

この神話にヒントを得て、国旗三点 

セットを思いつき、商品化した知恵者

がいたということです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

 

■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑮ 

 

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・・・ 

 

不知火（しらぬい） 

熊本県にある地名です。遠い昔、夜間

に天皇を乗せた船が海で迷ったとき、

不意に現れた怪しい火に案内して  

もらったという話からきています。 

 

 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ １月１５日の誕生花 

 

オンシジューム 

Oncidium  

 

 
花言葉 可憐 

  

黄色い花びらが舞っているような優雅な

雰囲気で、どんな花とも調和すること 

から、にわかに注目を浴びるようになり

ました。 

  

科名   ラン科 

原産地  熱帯アメリカ 

栽培方法  

株分けで増やします。洋ランの中では

比較的低温に強く、一年を通じてよく日

に当て、生育時期中は水を切らさない 

ように潅水します。植え替えは、春、  

暖かくなってから素焼鉢を使い水ゴケで

行いますが、大株の方が花が咲き   

やすいので、あまり株分けしない方が 

よいです。 

 

１月１５日生まれのあなたは・・・ 

愛情深い家庭で育てられた人が多い 

ようです。几帳面で、だらしのない事に

我慢ができません。潔癖すぎて大切な

恋を逃してしまう事もあります。恋愛で

は、神経質になりすぎないことも必要で

す。 

 

 

 

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

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/

http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.html
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_application.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_application.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_kiyaku.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_kiyaku.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tomonokai_Q&A.pdf
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
mailto:info@ch-sakura.j%EF%BD%90
http://www.ch-sakura.jp/
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【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 毒を以って毒を制す 

（どくをもってどくをせいす） 

         （慣用句） 

 

悪性の病気を毒性の強い薬で治療する

ように、悪を除くために悪を利用する

ことです。悪人を退治するのに、悪人

を使ってすることをいいます。 

 

類語：油を以って油煙を落とす  

邪を禁ずるに邪を以ってす  

楔を以って楔を抜く  

夷を以って夷を制す 

 

出典：「嘉泰普灯録（かたいふとうろ

く）」「以機奪機、以毒制毒」禅書。雷

庵正受編。嘉泰４年（１２０４）。３０

巻。『景徳伝灯録』 『天聖広灯録』 『建

中靖国続灯録』の後を継承し、その欠

けたるを増補した禅宗史伝の書の一つ。

前三書が出家沙門の事に偏しているの

を改め、広く王公・居士・尼僧等の機

縁を集める。示衆機語、聖君賢臣、応

化聖賢、広語、拈頌、偈賛、雑著の八

門に分って録し、およそ南岳下１７世、

青原下１６世に及んでいる。 

 

 

■ 所変われば品変わる 

（ところかわればしなかわる） 

        （ことわざ） 

 

土地が違えば、それに従って風俗・習

慣・言語などが違うものであるという

ことです。 

 

類語：所変われば水変わる 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 梁（はり）の上を飛び回る姿が 

鳶（とび）に似ているから  

「鳶職」！？ 

マッチ箱のような家が並んでいた江戸

の町は、なんども大火に見舞われ  

焼け野原になりましたが、そのつど 

経済が活性化し町は繁栄していき  

ました。当時火災が発生すると、まず

纏（まとい）をもって飛び出したのが

鳶の者で、この家で火事を食い止めて

みせると思うと、その家の屋根の上に

纏を立て、その家より風下にある屋根

はすべて鳶口（とびぐち）や掛矢  

（かけや）でこわしてしまうという 

破壊消防でした。 

 

鳶職という仕事は今日でもありますが、

その半纏（はんてん）を着た格好が  

鳶という鳥に似ているからとも、梁の

上を飛び回る姿が鳶に似ているから  

ともいわれています。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

朝から運転して出勤してから、ハイ・

テンションの為、ブルーな月曜日なん

て ふさぎこんでいる場合ではありま

せん。そう思うと適度な緊張感って  

必要ですね。 

休日に観たテレビ番組でも、とにかく

身体を動かすんだぜっ！という気合の

はいった中年のおばさんが運動やら 

食べ物やらを紹介していました。確か

にスタイルが抜群に良いので説得力が

あります。私達、視聴者にとっては、

程遠すぎて、どうせ何やったって無理

だわぁ～と、投げやりになってしまう

傾向もあります。そういう意味では、

車の運転って身体はあまり使わない 

けど、脳は使うし、目も使う・・・   

集中力や反射神経も求められます。あ

る程度のボケ防止訓練にはなっている

のかも、しれませんね。 

最高年齢、何歳まで、運転する事が  

可能なのでしょうか？(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 

 

【 緊急サービス情報 】 

 

★ 警察 

メトロマニラ   166 

マカティ     168 

マカティ警察署  899-9008 

 

★ 消防 

マニラ地区  527-3653 

マカティ地区  818-5150,816-2553 

パサイ地区    844-2120 

ケソン地区    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

 

★ 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/

 

★ マニラ日本人会 
      810-7909/815-3559 

 
★ その他の詳しい情報は下記に 
           ご連絡下さい。 
 
ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza 
845 Arnaiz Avenue  
Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail：clubnews@philjpn.com

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_J.html
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
mailto:clubnews@philjpn.com

