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＜夕刊＞ 

 

◆ 米国連邦航空局  

比国の安全基準遵守の格下げ 

アメリカ連邦航空局は、国際大陸航空

法機関によって規定された航空安全 

基準を満たしているかという格付けで、

フィリピンをカテゴリー１からカテゴ

リー２に格下げした。 

 

◆ ニノイ・アキノ氏暗殺犯１３人 

  健康状態が悪化 

月曜日、保健省は、当時の野党指導者、

ベニグノ・ニノイ・アキノ氏を暗殺  

したとして有罪判決を受けた１３人が

「生命を脅かす病気」に罹っていると

発表し、これら１３人を保健省の見解

に基づき釈放することを提案するか 

否かは、仮釈放担当者達次第であると

発言した。 

 

◆ 前大統領の再出馬は無い  

ピメンテル上院議員 

上院の少数党院内総務を務めるピメン

テル上院議員は月曜日、エストラーダ

前大統領が先般、出馬を宣言したにも

拘わらず、エストラーダ前大統領が 

２０１０年に再選を目指すことは無い

と確信していると発言した。 

 

◆ アヤラ・センター  

１月２１日から４月まで迂回路 

アヤラ・センターは、グロリエタ５の

プロジェクトへの新たな進入路を建設

する為に、車両の通行が一時的に、  

マカティ市にあるホテル・インター 

コンチネンタルの前で迂回させられる

ことになると発表した。１月２１日 

からホテル・インターコンチネンタル

の前にあるホテル用のドライブの半分

は、新たな傾斜路の建設工事の為に 

通行禁止となる。この道路の封鎖は 

４月末まで続くという。 

 

◆ アロヨ大統領  

汚職防止プログラムの 

     見直しを命じる 

汚職収賄防止に関する調査の結果、 

引き続いてアロヨ政権としての及第点

が得られなかったことを受けたアロヨ

大統領は火曜日、現政権の閣僚に対し

て、政府の汚職収賄防止プログラムの

見直しを命じた。今回のアロヨ大統領

の命令は、ソーシャル・ウェザー・  

ステーションによる 新の調査の結果

において、汚職や収賄を撲滅する活動

についてマイナス２９点と評された 

ことを受けて発令された。 

 

 

◆ カブール ホテル襲撃事件 

月曜日、アフガニスタンのカブールに

ある高級ホテルが襲撃され、フィリ 

ピン人女性１人を含む、少なくとも 

６人が死亡したと報じられた。 

 

◆ 大統領府  

新クーデター計画を受け流す 

火曜日、大統領府は、共産主義ゲリラ

勢力によるものとされる新たなクーデ

ター計画の脅威について相手にしない

姿勢を示した。国家安全保障評議会の

会議の席上、エルミタ官房長官が発表

したところによると、諜報担当者らは

現在、共産主義ゲリラや国軍の不満 

分子によるクーデター計画の疑惑に 

ついて調査中だという。 

 

◆ 集会許可取得を求める  

－リム市長 

１９８７年のメンディオーラ虐殺事件

を忘れない為に、歴史上の地点とされ

るメンディオラ橋の上で路上抗議運動

を実施する前に、集会の許可を取得 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６１３（↓）

     ＄＝Ｐ４０．２１ （↑）

市中両替所 ￥＝Ｐ０．３７４０（↓）

      ＄＝Ｐ４０．４０ （↑）

※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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する様にと、火曜日、マニラ市のリム

市長が政治運動家達に対して呼び  

かけた。 

 

◆ Ｂｉｎａｙ２０１０プレート 

撤去を要請 

火曜日、マカティ市のビナイ市長は、

「Ｂｉｎａｙ２０１０」と記載された

車のナンバー・プレートを表示して 

いる車両の所有者に対して、このプレ

ートを撤去しない場合は逮捕すること

になるという警告を発した。 

 

◆ マニラ首都圏   

交通事故が相次ぐ 

火曜日の午前中、マニラ首都圏で複数

の交通事故があり、夫婦２人が死亡し、

あわせて１１人が負傷した。 

パラニャケ市のサウス・スーパー・ 

ハイウェイ・メディカルセンターで 

死亡が確認されたのは、ラグナ州カブ

ヤオ在住のフェリト・ロドリゲスさん

と妻のベリヤさんだという。 

 

＜日刊＞ 

 

◆ 新クーデター   

共産主義勢力の計画？ 

新たな反乱計画に関する諜報を重要視

しないと週末に発表した声明とは対照

的に、フィリピン国軍は月曜日、ゴン

ザレス法相によるクーデター計画に 

ついての警告を認識していると発表 

した。国軍によると、このクーデター

計画の背後には、共産主義勢力による

地下活動があるという。 

 

◆ 「大統領経験者 隠居すべき」 

大統領経験者は隠居して国家を率いる

機会を若い政治家に譲るべきであると、

月曜日、パンギリナン上院議員が発言

した。 

 

 

◆ クウェート 警察官強姦事件 

クウェートで家政婦として就労して 

いるフィリピン人女性が警察官だと 

自称する男に強姦されるという事件が

発生した。月曜日、地元テレビ局の  

中東報道支局が報じた。 

 

◆ オーストラリア人少女  

デング熱で死亡 

１５歳のオーストラリア人少女は、 

家族と共にフィリピンでクリスマス 

休暇を過ごしていたが病気を媒介する

蚊に刺されて死亡した。先週の週末、

シドニー・モーニング・ヘラルドの  

電子版ニュースは、ナタリー・フェイ

ストさんが１月２日に死亡したことを

報じた。同報道によると、フェイスト

さんは、蚊が媒介する疾患、デング熱

に罹患していたという。 

保健省によると、昨年１月１日から 

６月１５日までの期間に、およそ２万

４千件のデング熱発症例が報告され、

その内２６３人が死亡しているという。 

 

◆ 外出禁止令の発令を検討中  

－ＰＮＰ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは左翼や

右翼の団体によって企てられるアロヨ

政権打倒の計画が報じられる中、夜間

の外出禁止令の再発令を検討している

という。ＰＮＰのラゾン長官は、フィ

リピン共産党やマグダロ・グループに

よるクーデター計画が確認された場合、

外出禁止令を施行する準備が調って 

いると発表した。同長官によると、  

いずれにしても、現時点に限って外出

禁止令を発令するだけの根拠は無いと

いう。 

 

◆ 石油製品へのＥ‐ＶＡＴ免税   

弾劾告発の根拠？ 

輸入石油製品への１２％の新付加価値

税、Ｅ－ＶＡＴ課税を停止することは、

アロヨ大統領を弾劾告発する為の根拠

となり得るという。大統領府のアポス

トル法律顧問が指摘した。アポストル

法律顧問によると、Ｅ－ＶＡＴ法を 

遵守、維持することが大統領の義務で

あり、Ｅ－ＶＡＴ法の施行を停止する

ということは、弾劾告発の根拠でも 

ある憲法違反が認められる可能性が 

あるという見解だという。 

 

◆ レガルダ上院議員  

エレベーターで災難 

月曜日の夜、レガルダ上院議員は、  

ケソン市Ｅ．ロドリゲス通りにある 

セント・ルークス・メディカルセンタ

ーのエレベーターの中に、短時間に 

渡って閉じ込められたという。ラジオ

放送局、ｄｚＭＭが報じたところに 

よると、レガルダ上院議員は同病院の

３階に入院中の友人を見舞う為に、 

同病院を訪れていたという。 

 

◆ 偽皮膚科医 重機油を患者に注入 

皮膚科医であると偽る偽医者らは、 

頬骨に膨らみをつける為に通常注入 

する物質、コラーゲンの代わりに、  

重機などの潤滑油として使用されて 

いるシリコン油を４人の患者に注入 

するという事件が発生した。当局は、

市民に対して警戒する様にと警告した。 

 

◆ ケソン市  

スケート・リンク殺人事件 

ケソン市にあるメモリアル・サークル

のスケート場で、男が自分の友人を 

刺し殺すという事件が発生した。 

ラジオ放送局、ｄｚＭＭが月曜日に 

報じた。 

 

◆ マカティ市 廃屋が崩壊する 

月曜日の正午前、マカティ市レガス

ピ・ビレッジのガラルダド通り沿いに

ある廃屋が崩壊したという。老朽化 

した同建物の近隣の住民や作業員が 

一時的にパニック状態に陥った。 

 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

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:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
mailto:clubnews@philjpn.com
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【 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 》 
 

 

☆ Sitti of Love:  

A Valentine Dinner Concert 

若きボサノバの女王 Sitti のバレン 

タイン・ディナー・コンサートです。

キャンドルライトがロマンティックな

雰囲気を醸し出します。 

 

日時：２月７日（木）午後７時 

場所：InterContinental Manila 

1 Ayala Ave., Makati City 

チケット：P4800 

連絡先：637-9187 / 637-9317  

E-mail:mail@beccamusic.com

 

☆ After the Rain 

生まれ故郷アルバイ州ダラガの自然を

Lina Llaguno-Ciani がキャンバスに 

あらわします。 

 

期間：２月２日（土）～２９日（金） 

場所：Galleria Duemila, Art Walk 

4/F SM Megamall A 

Mandaluyong City 

連絡先：Mimi Santos 833-9815  

E-mail:duemila@mydestiny.net

 

☆ Manels Inventory Sale:  

50% Off All 

創業４０年以上の歴史を誇る、国産革

製品を扱う manels の５０％オフセー

ルです。本革を使ったかばんや靴、 ベ

ルト、財布のしっかりした作りと  

おしゃれな外観が特徴です。 

 

期間：１月２０日（日）まで 

場所： 

Manel's  (Alabang Town Center) 

Manel's  (Ali Mall) 

Manel's  (Festival Supermall) 

Manel's  (Festival Supermall) 

Manel's  (Festival Supermall) 

Manel's  (Harrison Plaza) 

Manel's  (Robinsons Galleria) 

Manel's  (Robinsons Place Lipa) 

Manel's  (Robinsons Place Manila) 

Manel's  (SM City Batangas) 

Manel's  (SM City Manila) 

Manel's  (SM City North EDSA) 

Manel's  (SM Mall of Asia) 

Manel's  (SM MegaMall) 

Manel's  (SM SouthMall) 

Manel's  (SM Sta. Mesa) 

Manel's  (SM Sucat) 

Manel's  (Sta. Lucia East Grand 

Mall) 

Manel's  (TriNoma Mall) 

Manel's  (Waltermart Calamba) 

Manel's  (Waltermart Gapan) 

連絡先：Mark Siggaoat 0917-5344181  

E-mail: marksiggaoat@manels.com

 

☆ Hamlet  

シェイクスピア作の悲劇『ハムレット』

（Hamlet）の舞台です。４千行を超え

るシェイクスピア作品中、 大規模の

戯曲です。デンマーク王子ハムレット

が、父を殺し母を奪い王位を簒奪した

叔父を討ち復讐を果たすシェイクスピ

アの四大悲劇の一つです。 

 

日時： 

２月０１日（金） 

０２日（土） 

０３日（日）午後８時 

２月０８日（金） 

０９日（土） 

１０日（日）午後８時 

２月１５日（金） 

１６日（土） 

１７日（日）午後８時 

場所：On Stage, Greenbelt1 2nd level 

 Makati City 

チケット：P566.50 P360.50 P257.50 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

☆ I Laugh You  

and Mga Obra ni Maestra 

Niel de Mesaのパランカ賞受賞のコメ

ディです。３人を若者を中心に描く、

求愛の精神的な短所についての恋愛 

道化芝居といえます。 

 

日時：２月９日（土）１０日（日） 

場所： 

Cultural Center of the Philippines 

CCP Complex, Roxas Blvd. Pasay City 

チケット：P280 

連絡先：433-7886 / 0917-9726514 

E-mail: ktfi2001@yahoo.com

http://www.amazingkoineshows.com

 

 

《 明日です 》 

 
〈イベント〉 
 

● 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 

 

 

“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 

mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.amazingkoineshows.com/
mailto:clubnews@philjpn.com
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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

 

 

《 明日が最終日 》 
 

〈展示会・展覧会〉 
 

● Cordillera Suite:  

Homage to Apo Ben 

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１６日（水）まで 

場所：Yuchengco Museum, RCBC Plaza 

Cor. Ayala & Sen. Gil J. Puyat Ave.  

Makati City 

連絡先：889-1234 

http://www.yuchengcomuseum.org

 

● A Glimpse  

at Contemporary Pottery 

現代の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１６日（水）まで  

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

《 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？ 】 
 

■ 鑑真が遣唐使の帰国とともに 

来日する（７５４） 

天平勝宝６年１月１６日（７５４年 

２月１２日）、鑑真は平城京に到着し、

聖武上皇以下の歓待を受け、孝謙天皇

の勅により戒壇の設立と授戒について

全面的に一任され、東大寺に住する 

こととなりました。鑑真の徳望を惜し

む皇帝の反対、暴風・盗賊などの難儀

にあって５度にわたり失敗して、つい

に潮風に侵されて失明していました。 

 

第６回目は密かに遣唐使の船に便乗し、

７５３年（天平勝宝５年）１２月、  

発意してより１１年目にして６７才で

九州に到着しました。それは、東大寺

大仏開眼の次の年でした。翌年正月、

太宰府から難波に着き、奈良の都に 

着きました。４月、鑑真は東大寺大仏

殿に戒壇を築き、上皇から僧尼まで 

４４０名以上に菩薩戒を授けたと記録

されています。これが日本の登壇授戒

の嚆矢でした。併せて、常設の東大寺

戒壇院が建立され、その後戒律制度が

急速に整備されてゆきました。 

 

 

【 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 

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.jfmo.org.ph/
http://www.yuchengcomuseum.org/
mailto:info@friendshipmanila.com
http://www.nankinnoshinjitsu.com/
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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【 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？！ 

 

<日本の国旗が 

日の丸になった理由は？> 

「日の丸」というデザインは、平安  

時代にはすでに存在していました。 

戦国時代には、武田信玄や伊達政宗ら

が日の丸を旗印に用いています。 

日の丸が国旗として制定されたのは、

明治３年のことです。しかし、それ  

以前、幕末にはすでに日の丸は日本の

国旗として、国際的にほぼ認知されて

いました。 

 

そのきっかけは、いわゆる「生米事件」

です。生米事件は、薩摩藩主の父、  

島津久光の行列の行く手を横切った 

イギリス人４人を薩摩藩主が殺傷した

事件です。この事件を発端に、翌年、

薩摩藩とイギリスの間で薩英戦争が 

勃発しますが、このとき薩摩藩の艦隊

が標識としたのが日の丸でした。その

旗を見た英国人が日本の国旗だと思い

こみ、それが日の丸の国際デビューに

なりました。 

 

その後も幕府の軍艦咸臨丸（かんりん

まる）が日の丸を掲げて、太平洋を  

はじめて渡り、日の丸は日本の旗と 

して世界に知られるところとなったの

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⑯ 

 

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・・・ 

 

浪速（なにわ） 

大阪にある地名です。現在の浪速沖の

潮の流れが非常に速かったので「なみ

はや」といわれ、それが転じて「浪速」

と付けられました。 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ １月１６日の誕生花 

 

デンドロビューム 

Dendrobium 

 

 
花言葉 わがままな美人 

  

ギリシャ語のデンドロン（樹木）とビオン

（生活する）からの命名です。熱帯アジ

ア中心に約１２００種も分布しています。 

  

科名   ラン科 

原産地  熱帯アジア 

栽培方法  

株分けで増やします。洋ランの中では

比較的低温に強く作りやすい花です。 

春新しい根が動き始める前に、軽石に

バークを混ぜたような排水の良い用土

を使って素焼鉢に植え替えます。   

 

１月１６日生まれのあなたは・・・ 

親分肌というのでしょうか、仲間みんな

にしたわれ、頼りにされます。また、そ

れだけの実力の持ち主で、職場でリー

ダーとして活躍している人も多いです。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 所の法に矢は立たぬ 

（ところのほうにやはたたぬ） 

（ことわざ） 

自分の意に沿わないことでも、その 

土地の風俗や習慣、しきたりなどには

従わねばならないということです。 

 

類語：郷に入っては郷に従う  

里に入りて里に従う 

 

■ 床を払う（とこをはらう）（慣用句） 

 

病気が治って寝ていた布団を片付ける

ことです。 

 

類語：床を上げる 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 医の旧字「醫（い）」の中に 

酉（さけ）があるのは 

  酒で病気を治したから！？ 

医とは病気を治すことですが、その 

意味は、旧字の醫を知らずには解け 

ません。そこには酉がついているよう

に、病気を癒すための薬酒という意味

があるからです。つまり昔は酒で病気

を治したということです。「酒は百薬の

長」という言葉もあながち嘘ではあり

ません。 

 

世の中には名医だけではなく誤診や 

薬害で問題を起こすような藪医者 

（やぶいしゃ）も多くいます。藪医者

とは野巫（やぶ・祈祷で治療する田舎

の巫医。転じて医術のつたない医者）

のことで、腕の悪い医者はもっぱら 

祈祷にたよったため、藪井竹庵と  

いってさげすまれました。 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

車を運転するようになって気付いたので

すが、身勝手な人は勿論、大勢います

が 

中には交通マナーを守っている常識的

な人も結構、いるものだということに 

気付きました。車線変更の際に、にじり

寄って幅寄せしないで欲しいものです。 

車に乗ったまま、交差点を曲がった途端

に停めて露店の新聞売りから新聞を買

う人においては非常識な自己中もはな

はだしいですね。二輪車の中央線上の

走行も危ないですよねぇ～・・・・(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

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

mailto:clubnews@philjpn.com

