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＜夕刊＞ 

 

◆ ケソン市交通事故 １人死亡 

水曜日の午前中、ケソン市アラネタ 

通りとケソン通りの交差点で、ダンプ

カーがオートバイと衝突し、オート 

バイに乗っていた女性が死亡し、もう

１人が負傷したという。ラジオ放送局、

ｄｚＭＭが報じた。 

 

◆ ケソン市銀行強盗事件  

 昨年と同じ犯行グループか？ 

火曜日、ケソン市で、白昼堂々と強盗

事件を犯した犯行グループは、昨年、

ケソン市にある銀行に押し入ったグル

ープと同じ犯人ではないかと見られて

いるという。 

 

◆ 米国大使館前  抗議集会を阻止 

水曜日、マニラ市ロハス大通りにある

アメリカ大使館の前で、左派系の政治

運動家団体が抗議集会を開こうと試み

たが、マニラ市警察署の警官によって

阻止された。 

 

◆ エストラーダ前大統領と上院議長  

バタサン州を訪問 

水曜日、エストラーダ前大統領は、 

次期選挙で大統領候補として出馬する

といわれているビリヤール上院議長と

共に、バタサン州にある４つの町を 

訪問したという。 

 

◆ 警察官８千名を採用 －ＰＮＰ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは退官者

による空席を充当し、理想的な警察官

の定員数を満たす為に、８千名を採用

するという。 

 

◆ バタアン交通事故  

３人死亡・２９人負傷 

水曜日の未明、バタアン州で、お祭に

向かっていた人々が交通事故に巻き 

込まれ、３人が死亡し、２９人が負傷

するという惨事が発生したという。 

ラジオ放送局が報じた。 

 

◆ ＭＮＬＦ議長の国外追放計画   

遺憾の意 －ＭＩＬＦ 

水曜日、モロ・イスラム解放戦線、  

ＭＩＬＦは、フィリピン政府がモロ 

民族解放戦線、ＭＮＬＦのミスアリ 

議長をリビヤに追放する処置をとると

いう計画について、残念な動向である

と表現した。 

 

 

 

◆ セブ州  １歳の女児が 

ブルドーザーに轢かれる 

火曜日、マンダウェ市バランガイ・  

セントロの埋め立て作業現場で、１歳

の女の子の遺体が土の中に埋まって 

いるのが見つかった。アイザ・マンソ

ちゃんは、ＦＦクルズ社の所有する 

ブルドーザーの近くで遊んでいるのが

後に目撃されていた。このブルドー

ザーは、現場の土を平らにする作業を

していた。アイザちゃんの家族は、  

ブルドーザーが作業していた付近を 

掘り起こす様にと、建設作業員に依頼

したところ、アイザちゃんの遺体が 

発見されたという。 

 

◆ 殺人事件の審理中  

元州知事が神経衰弱に陥る 

水曜日の午前中、元バタンガス州の 

レビステ州知事は、マカティ市で殺人

事件の審理に被告として出廷し、証言

台に立ったところ、神経衰弱状態に 

陥った。ラジオ放送局、ｄｚＢＢに  
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３７６６（↓）

     ＄＝Ｐ４０．９５ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８８０（↑）

     ＄＝Ｐ４１．３０ （↑）

※矢印はペソの動き（前日比） 
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Unit 303 Corporate Plaza 
845 Arnaiz Avenue (Pasay Road), 
Legaspi Village, Makati City 
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● 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。 

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/

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 

☆【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】 

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） 

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)
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よると、レビステ元州知事は２００７

年１月１２日にマカティ市で、旧友の

ラファエル・デ・ラス・アラスさんに

向けて発砲した時の状況を供述して 

感情を高ぶらせたという。 

 

◆ アロヨ大統領  

欧州訪問は少数の議員が同行 

大統領府管理部門のレモンデ担当責任

者は水曜日、アロヨ大統領の１週間に

渡るスイス並びにドバイへの訪問に 

参加したのは少数の議員だと発表した。

しかしながら、アロヨ大統領に同行し

た議員の正確な人数を明らかにせず、

昨年１２月欧州訪問に同行した３４名

よりも少ないとだけ述べた。 

 

＜日刊＞ 

 

◆ 抗議集会 平和的に散会 

火曜日の午後、マニラ市にあるメン 

ディオラ橋付近での集会の権利と不満

を意思表示した後、農民や急進的政治

運動家達は、揉め事を起こさず平和に

散会した。ラジオ放送局、ｄｚＢＢが

報じたところによると、集会に参加 

した人々は午後４時過ぎにはモライタ

通りにあるＣ．Ｍ．レクト通りの交差

点に向けて移動を開始したという。 

参加者は、純粋な農地改革を掲げた 

メッセージを伝える事が出来たとして、

同集会が成功したと見なしているとい

う。 

 

◆ アロヨ大統領  スイスへ出発 

アロヨ政権の転覆を企てるクーデター

の計画が発覚したことにも怯んだ様子

をみせずアロヨ大統領は火曜日の午後、

スイスに向かった。アロヨ大統領の 

スイス訪問は、ダボスで行われる世界

経済フォーラムに出席することを目的

とし、７日間の日程でスイスとアラブ

首長国連邦、ＵＡＥのドバイを訪問す

るという。 

◆ ＳＷＳの調査結果に満足  

－アロヨ大統領 

火曜日、アロヨ大統領は、 新のソー

シャル・ウェザー・ステーション、  

ＳＷＳによる調査結果について、政府

による貧困・飢餓対策が効果を発揮 

している「確固たる証である」と発言

した。 新のＳＷＳの調査結果が示 

したところによると、自分自身を貧困

者であると見なしているフィリピン 

国民の人数を２００７年第３四半期の

５２％と比較すると、第４四半期は、

２６％と大幅に減少しているという。 

 

◆ 米国経済の停滞   

中国への依存度が高まる？ 

サブ・プライム・ローンや貸し付け  

関連の損失によりアメリカ経済が停滞

していることを受け、フィリピンは、

中国との通商関係への依存を強める事

で経済成長を維持することが出来る 

見通しだという。火曜日に行われた 

インタビューの席上で、大統領府の 

ブンイェ報道長官は、中国の他にも、

経済成長が好調なインドといった 

「親しい隣国」に頼ることになるだろ

うと発言した。 

 

◆ グロリエタ２爆発事件  

「アヤラ・ランド社には責任が無い」 

法務省のゴンザレス長官は、２００７

年１０月１９日に起きたマカティ市に

あるショッピング･モール、グロリエタ

２の爆発事件で、同モールを管理する

アヤラ・ランド社には何ら責任が無い

という見解を示した。しかしながら 

ゴンザレス法相は、同じアヤラ系列の

企業であるアヤラ不動産管理会社、 

略してＡＰＭＣは現在も捜査の対象と

なっているということを公表した。 

 

◆ 司祭 と閣僚  密談会議 

教会がアロヨ政権に対して提示して 

いる農地改革等を含む様々な問題を 

協議する為に、月曜日、大統領府の  

高官とカトリック司祭達は、極秘に 

会談を行ったという。 

 

◆ 共産主義勢力の殺し屋   

６人逮捕 

南部地区警察管轄本部は、多額の金銭

の恐喝容疑で訴えられた女性２人を 

含む６人の容疑者を逮捕した。その後、

火曜日に、逮捕された６人は共産主義

勢力の殺し屋だったことが明らかに 

された。 

 

◆ メイド   

雇用主一家に毒薬を混入 

火曜日、マニラ市警察署の警察官は、

マニラ市ビノンドの中国系フィリピン

人に仕えていたメイドを追跡する為に、

カビテ州にまで捜査範囲を拡大したと

いう。この警察に追われているメイド

は、強盗を企て、先に雇用主一家５人

の食事に毒を盛った嫌疑がかけられて

いる。 

 

◆ カロオカン市拘留所   

女性容疑者が自殺 

月曜日の夜、カロオカン市で携帯電話

を盗んだことにより同市警察署にある

拘留房に収容された４０歳の女性が 

数時間後に拘留所内で首を吊って自殺

するという事件が発生した。 

 

◆ ケソン市のランド・バンク  

銀行強盗事件 

火曜日の午前中、メンディオラ虐殺 

事件２１周年の農民や政治運動家の 

抗議集会に備え、警察官達が全面警戒

態勢をとる中、ケソン市にあるフィリ

ピン・ランド・バンクに４人の強盗が

押し入ったという。 

 

 

 

（ 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 》 
 

☆ A Date with A Prince 

愛の日バレンタインを前にフィリピン

の人気男性タレントによるステージで

す。 

 

出演： 

Rpnnie Liang, Panky, Jar R, Geoff 

RJ, Jed Madela, Yeng Constantino  

 

日時：２月２日（土）午後８時 

場所：Metro Bar, 47 West Ave. 

Quezon City 

チケット： 

ＶＩＰ（指定席）  P500  

パトロン（自由席）P300  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.metrobar.com.ph/ 

 

☆ From Rex with Love 

元ハードロック・バンドREXの 

ボーカル、その後、俳優に転身、 

甘いバラード曲「初恋のときめき」で 

ミリオンセラーのヒット曲を飛ばした

Rex Smithのコンサートです。 

 

日時：２月８日（金）午後８時 

場所：Casino Filipino - Pavillon 

チケット：パトロン（自由席）P1500 

 

日時：２月９日（土）午後９時 

場所：Casino Filipino - Angeles  

チケット： 

ＶＩＰ（自由席）  P2000 

パトロン（自由席）P1000 

 

日時：２月１０日（日）午後９時 

場所：Casino Filipino - Tagaytay 

チケット： 

ＶＩＰ（自由席）P1500 

パトロン（自由席）P1000 

 

日時：２月１５日（金）午後９時 

場所：Aliw Theater, Star City, CCP 

Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

チケット： 

ＶＩＰ中央（指定席Ａ-Ｌ）      P2625  

ＶＩＰ中央（指定席Ｍ-Ｔ）      P2100  

ＶＩＰ両側（指定席Ａ-Ｌ）      P2100  

パトロン中央（指定席Ｕ-ＢＢ）  P1575  

ＶＩＰ両側（指定席Ｍ-Ｔ）      P1575  

パトロン中央（指定席ＣＣ-ＤＤ）P1050  

パトロン両側（指定席Ｕ-ＤＤ）  P1050  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.rexsmith.com

 

☆ All Out 3 

フィリピンの人気男性モデルが一堂に

会する、コンテストです。 

 

日時：１月２５日（金）午後８時 

場所： 

Metro Bar, 47 West Ave., Quezon City 

チケット： 

ＶＩＰ（指定席）  P1000  

パトロン（自由席）P 500  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.metrobar.com.ph/

 

☆ 33rd Bamboo Organ Festival 

毎年恒例の International Bamboo 

Organ Festival、今年で３３回目を 

迎えます。世界唯一の竹製オルガンを

世界からのオルガン奏者が奏でます。 

 

スケジュール： 

 

２月２１日（木）午後７時  

GALA 

Solo organ music—Ghislain Leroy 

(France) Misa de Sales (1826), 

Iglesia de Baclayon, Bohol—Las Piñas 

Boys Choir with Bamboo Organ Bach 

Cantata no. 82—Andrew Fernando, solo 

baritone, with Festival Ensemble 

conducted by Chino Toledo 

 

２月２２日（金）午後７時  

AN EVENING OF ORGAN MUSIC 

Full program of organ music on Bamboo 

Organ and Auditorium organ by 

Ghislain Leroy (France) 

 

２月２３日（土）午後７時  

CONCERT UNDER THE TREES 

Popular music performed in the 

church patio 

 

２月２４日（日）午後７時  

FIESTA MUSIKA 

The Las Piñas Boys Choir Concert 

 

２月２５日（月）午後７時  

ORGAN AND VOICES 

Repeat of Gala Concert 

 

２月２７日（水）２９日（金） 

午 後 ７ 時 

MESSA DI GLORIA 

Celebration of the 150th birthday of 

Giacomo Puccini with a performance 

of his Messa di Gloria. Andrew 

Fernando and Randy Gilongo, soloists, 

with Festival Orchestra conducted by 

Chino Toledo, and a mixed choir. The 

Concerto for Two Organs BWV 1061 will 

also be performed by Armando Salarza 

and Dr. Johann Trummer (Austria) 

 

場所：Las Pinas Church, P. Diego Cera 

Ave., Poblacion, Las Pinas City 

 

チケット： 

緑色（自由席）P600 

青色（自由席）P400 

黄色（自由席）P200 

 

連絡先：TicketNet 911-5555 

E-mail:caesar_antonio@bambooorgan.org

http://bambooorgan.org/home.htm

“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.rexsmith.com/
http://www.metrobar.com.ph/
http://bambooorgan.org/home.htm
mailto:clubnews@philjpn.com
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☆ Dulaang UP's Orosman at Zafira 

フィリピンの古典 Orosman at Zafira、

タガログ語によるフィリピンの詩人で

劇作家 Francisco Baltazar 原作の 

舞台です。愛と名誉と戦争を描きます。 

 

日時： 

２月１３日（水）午後７時 

２月１４日（木）午後７時 

２月１５日（金）午後７時 

２月１６日（土）午前１０時午後３時 

２月１７日（日）午前１０時午後３時 

場所：Wilfrido Ma. Guererro Theater 

Palma Hall 

University of the Philippines 

Diliman, Quezon City 

連絡先：Patrick James M. Valera  

0927-4464001  

E-mail: pat_valera@yahoo.com

 

 

《 明日、最終日です 》 
 

● 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

 

 

《 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？ 】 
 

■ カリフォルニアで 

ゴールド・ラッシュが始まる   

        （１８４８） 

 

 
１８４８年１月２４日（弘化４年１２

月１９日）、アメリカ・カリフォルニア

の小さな村の製材所で働いていた  

ジェームス・マーシャルが、近くの  

水路の中で砂金を見つけました。８月

になってから、このニュースがニュー

ヨークの新聞に掲載されますと、あっ

という間にゴールドラッシュが始りま

した。一攫千金を夢見てカリフォルニ

アにやって来る人が相継いで、次の年

だけで１０万人に達しました。これと

前後してカリフォルニアを始めとした

西部領土がメキシコからアメリカに 

割譲されたので、文字通り新天地と 

なったカリフォルニアには、金鉱脈 

目当ての山師や開拓者が殺到すること

になったのです。特に１８４９年に 

急 増 し た こ と か ら 、 彼 ら は

「forty-niner（49er）」と呼ばれま  

した。その結果、１８５２年にはカリ

フォルニアの人口は２０万人まで急増

し州に昇格、西部の開拓が急進展する

ことになりました。 

  

 

 

【 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 
 
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、北海道だけがあんなに広い？> 

 

日本の都道府県の中で、北海道はずば

ぬけて広く、その面積は東京都の３６

倍で、日本の面積の２１％を北海道が

占めています。なぜ、都道府県の中で

北海道だけがあんなに広いのでしょう

か？ 

 

北海道も、かつては３県に分けられて

いた時代があります。 

北海道の開拓は明治維新とともにスタ

ートし、１８７２年、開拓使が設置さ

れ、本格的な開拓が始まりました。こ

の開拓使はすぐに廃止されて、札幌、

函館、根室の３県に分割されました。

しかし、行政単位が分かれていると、

開拓がすすめにくいということになっ

て、北海道庁が設置され、北海道全体

を管轄するようになりました。 

この長官は戦前は国の任命で、北海道

知事が選挙で選ばれるようになったの

は戦後のことです。 

 

つまり、新しい土地を開拓するために

は不便だったため北海道は広いという 

わけですが、逆に考えると、行政効率

からして、ほかの県のほうが狭すぎる

http://www.magnetgalleries.com/
mailto:info@friendshipmanila.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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のかもしれません。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 昔の日本を行脚する！旧国名① 

 

ここでは、現在の都道府県制が敷かれ

る前の全国の旧国名を、その名前の 

由来を交えて紹介します。（国名の由来

は、ここで紹介する以外にも諸説あり

ます。）今日ご紹介するのは・・・ 

 

阿波（あわ） 

徳島県の旧国名です。「粟（あわ）」が

たくさん収穫できる土地だったので、

「粟の国」と呼ばれ、それが次第に 

「阿波」という字を当てるように  

なったといわれています。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ １月２４日の誕生花 

 

万年青（おもと） 

Rohdea japonica 

 
 

花言葉 母性の愛、相続 

  

一年中緑が鮮やかで、しかも丈夫で  

長生きなので万年青と名づけられまし

た。新築祝いに贈られるのもそんな緑

に思いを込めてのことです。 

  

科名   ユリ科 

原産地  日本 

栽培方法  

実生または株分けで増やします。 

通風と日当たりの良い場所で、夏季は

遮光をし直射日光を避けます。鉢植え

の場合は春、秋２回、鹿沼土と黒玉土の

混合土を使って植え替えます。 

 

１月２４日生まれのあなたは・・・ 

洗練されたセンスを大切にする、都会派

の人が多いようです。大勢でワイワイ 

騒ぐより趣味を同じくする友人と展覧会

やコンサートに行くことを好みます。  

知的な人が好みのタイプで、静かな  

結婚生活を送ります。  

 
 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 年寄りの言うことと 

牛の鞦は外れない 

（としよりのいうことと 

うしのしりがいははずれない） 

        （ことわざ） 

 

経験に裏打ちされた老人の意見には、

間違いや見当外れが少ないものである

ということです。 

 

類語：亀の甲より年の劫  

老いたる馬は道を忘れず  

親の言葉と茄子の花は 

   千に一つの無駄もない 

 

参考：「鞦」は、牛や馬の尻に掛けて、

鞍（くら）や車の轅（ながえ）を固定

させる紐（ひも）のことです。  

 

 

■ 年寄りの冷や水 

（としよりのひやみず）（ことわざ） 

 

老人が冷水を浴びるという意味で、 

老人に不相応な危険な行為や差し出た

言動をすることの喩えです。 

また、それを冷やかして言う言葉です。 

 

類語：老いの木登り  

年寄りの力自慢  

ずくなしの冷や水 

 

参考：「冷や水売り」（江戸では、大川

＝隅田川の水）の水を買って飲むこと、

つまり、抵抗力の弱った年寄りが生水

を飲むと腹を壊すことから出た言葉で

す。 

【 知ってなるほど 】 

 

■ タバコはカリブ人が使っていた 

パイプの名から！？ 

「タバコ tabaco」とはもともとハイチ

語で、カリブ人が使っていたパイプの

名でした。それがスペイン語からポル

トガル語の語彙になりました。それは

コロンブスのアメリカ発見とともに 

ヨーロッパへもたらされた言葉だから

です。 

 

日本への渡来はポルトガル人によって

天正元年（１５７３年）にもたらされ

ています。慶長１０年（１６０５年）

には長崎の東土山桜馬場（ひがしつち

やまさくらのばば）で種子からの栽培

がはじまり、薩摩の揖宿（いぶすき）

郷でも同じ年のうちに栽培されはじめ

ています。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

中国との通商関係を許可するというニュ

ースがありましたが、止めて欲しいです

ね。フィリピン国内にある中国からの輸

入品、特に、食べ物など・・・これ以上、

心配の種を増やさないで欲しいと思い

ませんか？残された道は自給自

足・・・？ (Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

【 緊急サービス情報】 

 

★ 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

 

★ 外務省海外安全ホームページ：

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

