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フィリピン・ニュース
＜夕刊＞
◆ クーデター計画に関する
諜報活動を強化 －ＰＮＰ
フィリピン国家警察、ＰＮＰは４ヶ所
の地域において精鋭部隊を配置し、
全面的な警戒態勢を布いた後、アロヨ
政権に対するクーデター計画の可能性
に関する情報を収集する為に諜報活動
に集中しているという。
ラジオ放送局、
ｄｚＢＢの報道によると、ＰＮＰの
ラゾン長官は、明日１月２２日にクー
デターが起こり得るとされている件に
関する情報収集を徹底する様にと、
ＰＮＰの諜報班に命じたという。
◆ 逃亡幇助の記者
近日中に氏名公開
月曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ
のラゾン長官は、２００７年１１月
２９日にマカティ市で起こった占拠
事件の際に、海兵隊のファエルドン
大尉の逃亡を手助けした記者を「近日
中に」特定すると発表した。ラゾン
長官によると、作戦が成功した場合に
は、この記者の氏名を「直ちに」公開
するという。

● 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。

◆ 急進主義者の行進
交通渋滞を生じさせる
月曜日の午前中、農地改革を要求する
と共に「反乱者」としてのレッテルを
外す様にと求める急進的な思想の農民
団体がマニラ市にある法務省に向かっ
て行進した。ラジオ放送局ｄｚＢＢに
よると、警察当局の機動隊はパドル・
ファウラ通りにある法務省と最高裁判
所に農民達が立ち入らない様に阻止し
た。これにより周辺では交通渋滞が
生じたという。
◆ サント・ニーニョ祭 ３人死亡
週末にマニラ市トンド地区で開催され
たサント・ニーニョ祭で、少なくとも
３人が死亡し、警察官１名を含む５人
が負傷したという。ラジオ放送局、
ｄｚＢＢが月曜日の午前中に報じた
ところによると、住民の１人が撃ち
殺され、
もう１人が刺し殺され、
更に、
もう１人が隣人に喧嘩を売って逆に
殺されたという。また、ライバルの
ギャング団のメンバーと勘違いして、
警察官に発砲した容疑で、少なくとも
４人が逮捕された。
◆ 町長護衛の警察官
発砲で解任される
月曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ
のラゾン長官は、ビーチ・リゾートで
週末に支給拳銃を発砲したとして、

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

本日のレート

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３６９５（↓）
＄＝Ｐ４０．７１ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３８４５（↓）
＄＝Ｐ４０．９５ （↓）
※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】
アブラ町の町長を護衛する任務に
就いていた警察官２名を解任した。
◆ 医師にスト回避の呼びかけ
－保健省
月曜日、保健省は、民間病院に勤務
する医師達に対して、ストに参加した
としても法律的な罰則が無いと認め
ながらも、
病院のストライキを回避し、
職務を遂行する様にと求めた。
◆ タウィタウィで竜巻
ボート沈没事故で１人死亡
週末、
ルソン島の南部で竜巻が発生し、
モーターボートが沈没して、乗って
いた１人が溺死するという事故が発生
した。その他の５人は救助されたと
いう。
◆ ゴルフ・ワールド・カップ
フィリピン代表が優勝
南アフリカのサン・シティで日曜日に
行われたゴルフの女性ワールド・

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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カップで、フィリピン代表のジェニ
ファー・ロサレスとドロシー・デラ
シンのチームは、
最終４つのホールで、
いずれも４連続でバーディーを奪うと
いう印象的なプレイで纏めた結果、
優勝を勝ち取ったという。
◆ 中国人に永住査証を発行
－入国管理局
この程、入国管理局は、世界の中でも
最速に経済成長している国の１つで
ある中国からの投資を呼び込む為、
中国の国民に対する永住査証を発給
することを決定したと発表した。
◆ ミンドロに低気圧が接近
－パガサ
月曜日の早朝、低気圧がフィリピンの
中央部分を横断し、ミンドロ州の南部
に接近した。気象庁によると、この
低気圧によりルソン島の南部やビサヤ
地域、また、ミンダナオ島で雨の降る
ことが予想されているという。

＜日刊＞

◆ 大統領府
エドサ２記念祝典を回避
２００１年１月２０日、エストラーダ
前大統領が放逐され、アロヨ大統領が
就任に至った歴史的な出来事、
「エドサ
２」の記念日について、大統領府は
今年初めて、記念祝典を行わないこと
を決定した。日曜日、アロヨ大統領は
７周年目を迎えた当日、ザンバレス州
サン・ナルシソにあるマクルクル橋の
開通式に参列した。
◆ アロヨ大統領 スイスへ
アロヨ大統領は明日２２日に世界経済
フォーラムに出席する為、スイスの
ダボスに向けて出国する予定だという。
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◆ メンディオラ行進に備え
国軍部隊を増強
明日２２日にクーデターが計画されて
いると指摘されている中、
日曜日の夜、
マニラ市内の警備を増強する為に、
トラックに乗り込んだ国軍兵士がマニ
ラ市警察本部に到着した。ラジオ放送
局、ｄｚＢＢによると、トラックに
乗った兵士は午後８時過ぎに到着し、
メンディオラ虐殺事件２１周年を
警備する増強部隊に加わるという。
◆ 反乱計画へのＮＰＡ関与を否定
－ＣＣＰ
アロヨ政権を脅し、不安定にする目的
で、１９８７年メンディオラ虐殺事件
２１周年を迎える日に、共産党の武装
集団である新人民軍、通称ＮＰＡが
つけ込んで反乱を企てているという
国軍と国家警察当局の度重なる声明に
ついて、土曜日、フィリピン共産党が
否定する声明を発表した。
◆ 駐車場強盗団の大規模捜査 開始
マニラ首都圏東部地区警察管轄本部は、
マニラ首都圏内におけるショッピン
グ・モールや商業センターの駐車場を
犯行現場とする「バサグ・コツェ」
強盗団のメンバーを逮捕する為に
大規模な捜査作戦を開始した。
◆ ＢＦホームズ 水不足で
ＭＷＳＳに給水権 －大統領
パラニャケ市にあるＢＦホームズの
管理者や指導者、住民達は、この水不
足状態となっている分譲住宅地に給水
する管理の権限を首都圏上下水道シス
テム、ＭＷＳＳに付与することを命じ
たアロヨ大統領による画期的な大統領
命令を歓迎しているという。
◆ 少女乱闘事件 １２人を逮捕
日曜日の未明、ケソン市リビスのイー
ストウッドで、少女２人の喧嘩が原因
で、友人同士を巻き込んだ大乱闘に
発展するという事件が発生した。この

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騒ぎで、喧嘩を始めた少女２人と仲間
１０人が逮捕されるという結果に至っ
た。警察当局の初期発表によると、
逮捕された少女達は全員、外見から
判断して未成年だと思われるという。
◆ 携帯電話強奪事件 ２人逮捕
ケソン市バランガイ・ホーリー・スピ
リットで１４歳の少女から携帯電話を
奪い盗ったとして、２人の男が逮捕さ
れた。
日曜日、
地元テレビ局が報じた。
当局では、両親や保護者に対して、路
上犯罪者が未成年者を狙っているとし
て公共の場で携帯電話を使用しない様
にという子供達への指導を呼びかけた。
◆ ケソン市射殺事件 ２人死亡
日曜日、ケソン市で同市警察署の拘留
所から釈放されたばかりの２人が何者
かによって撃ち殺されるという事件が
発生した。
◆ Ｅパス・レーンのトラブル
交通渋滞が生じる
日曜日、モンティンルパ市の南高速道
路、通称ＳＬＥＸのＣ５出口の料金所
で、誤ってＥパスレーンに進入した車
を運転をしていた１４人が料金所の
職員によって免許証を没収されたこと
に腹を立て口論となった。この免許証
を取り上げられた人々は料金所の手前
に、Ｅパス利用者のみのレーンである
ことを示す適切な表示がなかったこと
を指摘し、免許証没収の措置に反発
したという。更に、料金所の担当者に
は、免許証を没収する権限が無いと
して、ＳＬＥＸの経営陣を相手取り訴
訟を起こす意志があると威嚇している。
この料金所を通行する利用者は、この
口論の為に４時間もの交通渋滞に巻き
込まれる結果となった。

（ 提供: Early Bird News Service ）

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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【 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 》
☆ La Musica Espanola
フィリピンを代表する交響楽団、フィ
リピン・フィルハーモニック・オーケ
ストラを支えるための慈善コンサート
です。
日時：１月２９日（火）午後８時
場所：
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
チケット：P2000 P1500 P500 P300
連絡先：TicketWorld
891-9999
CCP Box Office 832-3704
☆ Driven Nights
週末、若者に人気のダンスと音楽を
お楽しみください。
日時：２月２日（土）午後９時
場所：Warehouse 135, 135 Yakal St.
Brgy. San Antonio, Makati City
連絡先：Warehouse 135 887-0526
887-6265
☆ Theater Herstory 101:
Perspectives
on Philippine Theater
By Women Artist
フィリピンの女性アーティストによる、
国内の劇場の未来に関するフォーラム
です。
日時：１月２３日（水）
午後３時・午後８時
場所：Tanghalang Aurelio Tolentino
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
連絡先：Philstage
787-1800 / 505-4424
☆ Spanish Films, Saturdays
The Instituto Cervantes 主催による
スペイン映画の上映会です。
英語の字幕つき、入場は無料です。
日時：１月２６日（土）午後６時
題名：Bienvenido, Mister Marshall!

2008/01/21
原題：Welcome, Mister Marshall!
邦題：イベリア 魂のフラメンコ
製作：１９５２年
監督：Luis Garcia Berlanga
出演：Jose Isbert、Lolita Sevilla、
Alberto Romea、他
解説：舞台は Villar del Rio という村。
男たちは床屋でサッカー談義、女たち
は小間物屋で cotilleo（＝ゴシップ）
に花を咲かせる、どこにでもあるよう
な小さな古い田舎の村が舞台のコメデ
ィ。
場所：Salon de Actos
Instituto Cervantes
855 T.M. Kalaw St., Ermita,
Manila
連絡先：526-1482～85
☆ Ayala Malls Welcome 2008 SALE
アヤラモールにて２００８年最初の
大バーゲン開催です。
期間：２月３日（日）まで
場所・連絡先：
Glorietta
752-7272
Greenbelt
817-5015
Alabang Town Center
842-2782 / 772-1860
Market! Market! 886-7519
TriNoma
901-3000

《 明日です 》
● Beginner's
Salsa New York Style Workshop
サルサダンス、ＮＹスタイルのワーク
ショップです。
初心者の方、パートナーいない方も
お気軽に始められます。
日時：
１月２２日（火）午後７時４５分
１月２９日（火）午後７時４５分
場所：Asian Social Institute
1518 Leon Guinto St., Malate
連絡先：Ares Andres
523-8265/66 / 0920-3106897
E-mail: grupofilipinosalsa@yahoo.com
● Dancing Salsa On 2 for Beginners
サルサダンスの大御所 Eddie Torres
スタイルのワークショップです。
初心者の方、パートナーいない方も

-3お気軽に始められます。
日時：
１月２２日（火）午後６時３０分
１月２９日（火）午後６時３０分
場所：Asian Social Institute
1518 Leon Guinto St., Malate
連絡先：Ares Andres
523-8265/66 / 0920-3106897
E-mail:grupofilipinosalsa@yahoo.com
● Argentine Tango
タンゴのルーツ、本格的なアルゼン
チンタンゴのワークショップです。

日時：
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
● 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

《 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。
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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？ 】
■ ペテルブルグで
「血の日曜日事件」が勃発（１９０５）
１９０５年
（明治３８年）
１月２２日、
ロシア帝国の当時の首都サンクトペテ
ルブルグで行われた労働者による皇宮
への請願行進に対し、政府当局が強硬
に弾圧を加えた事件
「血の日曜日事件」
が勃発しました。
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【 脳年齢が若返る漢字学習 】

【 ＢＳＴからお知らせ 】
★ 電子版 PHIL JAPAN NEWS JP
PHIL JAPAN NEWSは無料のフィリ
ピン情報メールサービスです。
配信のお申し込み・広告掲載のご希望
等、連絡先は、Email アドレス、
clubnews@philjpn.com までお問い
合わせをお願いします。
日本のニュースをタガログ語で配信
しておりますので、フィリピン人の
お友達に教えてあげてください

■ 地名は難読の宝庫！日本の地名⑳
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・・・
物集女（もずめ）
京都府にある地名です。昔、人やもの
が往来する交通の要所だったところで、
「もずめ」は「物集（ものあつめ）
」の
意味だといわれています。

ビデオのダビング･サービスを承って
おります。

【 明日の誕生花 】
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。
■ １月２２日の誕生花

【 いまさら人に聞けない疑問 】
大日本帝国陸軍の 明石元二郎が日露
戦争中に講じた内部工作が発端となっ
ています。この日は日曜日で、請願行
進はガポン神父に 主導されました。
ガポンは、ロシア正教会の司祭である
と同時に、国家秘密警察の給与を受け
る工作員であったともいわれています。
請願の 内容は、労働者の法的保護、
日露戦争の中止、憲法の制定、基本的
人権の確立などで、搾取・貧困・戦争
に喘いでいた当時のロシア民衆の素朴
な要求を代弁したものでした。当時の
ロシア民衆は、ロシア正教会の影響の
下、
皇帝崇拝の観念をもっていました。
そのため民衆は、皇帝ニコライ２世へ
の直訴によって情勢が改善されると
信じていました。

アンスリューム
Anthurium andreanum

■ 日本のナゼだ？！
<日本人は、
なぜ〝電車で居眠りするのか？>
世界広しといえど、日本人ほど電車で
よく眠る民族はいないといわれていま
す。
その理由については２説あります。
まずは、日本人の肉体に原因があると
する説です。
いわく、日本人の腸は外国人より長い
ため、消化の際、血液が腸に集中する
時間が長く、その間は頭に血が回りま
せん。
こうなると、
当然眠くなります。
しかも、電車の振動はかっこうの睡眠
導入剤の働きをします。だから日本人
は電車の中で居眠りをします。

明石 元二郎

次は、日本人の性格に原因があると
する説です。日本人は元々生真面目な
性格です。仕事や勉強に対して熱中し
やすく、それだけに普段から脳の疲労
度が高いのです。
だから電車に乗ると、
脳は意図的に仕事をしない時間は少し
でも眠ろうとします。つまり、空いて
いる座席を見つけて、座って、すぐに
眠れるのは一種の条件反射というわけ
です。

花言葉 煩悩
ちょっと変わった花の形が造花のような
印象を与えます。和名のベニウチワは、
赤くピンと広がった花にぴったりの命名
です。
科名
サトイモ科
原産地 中米コロンビア
栽培方法
実生または株分けで増やす。花は小さく
目立ちませんが、花を囲む仏炎苞が
美しいです。高温・多湿を好み、生育
適温は２５℃前後です。真夏の強光線
は葉焼けを起こすので遮光が必要で
す。

１月２２日生まれのあなたは・・・
あまり人目を気にしないで行動するの
で、遊び好きで派手だと誤解されます。
でも、本当はとても堅実な性格で、古風
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な育ち方をしています。好みのタイプも、
まじめで誠実な人です。結婚して家庭に
入ると、行動も落ち着く人も多いようで
す。

鏡餅の名前が生まれました。この鏡餅
を寒のうちについた餅でつくればカビ
ないとされていますが、どこの家でも
カビをおとしてから欠き、それを雑煮
にするまでがたいへんでした。

【 ことわざを学ぼう 】
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
■ 年の功（としのこう）
（慣用句）
年をとって経験が豊富になったこと
です。
また、
その経験の力をいいます。
用例：亀の甲より年の功
■ 年の瀬（としのせ）
（慣用句）
年の暮れ、年末のことです。
類語：歳暮 歳末
参考：
「年を越せるかどうか」は、江戸
時代の庶民にとっては重大事であり、
その大変さを、流れの急な「瀬」に
喩えたものです。渡り切れなければ、
死あるのみということです。

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
低気圧の為、雨がシトシト日曜日、降っ
ていましたね・・・今日も・・・ポツポツと、
洪水にさえならなければ、私の場合は
雨降り歓迎なのですが・・・ (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

【 知ってなるほど 】
★ 病院
■ 鏡餅とは
鏡台の前に餅を置いたから！？
鏡餅というのは江戸幕府が三州米
（さんしゅうまい）を餅にし、日光の
東照宮へ献納したものです。
そして、２月１日、将軍が、御三家、
御家門、
譜代大名、
旗本、
寄合衆、 芙
蓉の間の役人、布衣（ふい）以上の人
にこれを配るのが習わしでした。
下付された武家ではこれを鏡台や鎧櫃
（よろいびつ）の前に飾ったので、

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

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

-5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 Center
723-0041
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_japanese_version.htm

★ 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. DavaoCity 8000
電話：
（082）221-3100

★ 外務省海外安全ホームページ：
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

“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

