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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ オークウッド占拠事件
法廷審理 延期
２００３年にオークウッド占拠事件を
起こしたマグダロ反乱軍の幹部やメン
バーに対するクーデター容疑の審理が
木曜日に予定されていたが延期された
という。
◆ トリリヤネス上院議員
次回の審理に出廷
２００３年オークウッド占拠事件に
関与した容疑で訴追されたトリリヤネ
ス上院議員他、マグダロ反乱軍のメン
バーのクーデター未遂事件に関する
審理が２月２１日に再開されることに
なったという。その際、トリリヤネス
上院議員が証人として出廷する予定だ
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。

和平交渉を再開する様にと宗教指導者
が呼びかけている声を聞き入れない
アロヨ政権について、木曜日、フィリ
ピン共産党、通称ＣＰＰの創設者が
非難する発言をした。
◆ マニラ首都圏のエアコン・バス
値上げ申請
木曜日、マニラ首都圏を走るエアコン
・バスの運行業者は、エアコン・バス
の初乗り運賃の料金について、７５％
値上げすることを求める嘆願書を提出
した。
◆ 石油抜き取りが発覚
船員８人逮捕
マニラ湾の艀舟（はしけぶね）の停泊
所で石油を抜き取っていたとして、
貨物船２隻の乗組員８人がフィリピン
沿岸警備隊、ＰＣＧによって逮捕され
たという。水曜日、ＰＣＧの高官が
発表した。
◆ 女性実業家殺害事件
水曜日の午前中、マニラ市にあるコン
ドミニアムの一室で、この部屋に住む
５５歳の女性実業家が強盗に殺害され
るという事件が起きたという。

◆ 和平交渉の再開拒否を非難
ＣＰＰ創設者
ＣＰＰの政治団体、フィリピン国家
民主主義前線と政府との間における

◆ マリキナ市 ギャング抗争で
１５歳の少年が死亡
木曜日の未明、マリキナ市でギャング
の抗争が起こり、近くに居住する

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 ￥＝Ｐ０．３７１２（↑）
＄＝Ｐ４０．７１ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８７５（↑）
＄＝Ｐ４１．１５ （↑）
※矢印はペソの動き（午前比）

☆【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】
１５歳の少年が改造拳銃による銃弾に
当たって死亡するという事件が発生
した。
◆ バタンガス州 披露宴発砲事件
バタンガス州で行われていた結婚
披露宴の最中に、ゲストの１人が拳銃
を発砲し、
近くにいた学生が死亡した。
ラジオ放送局、ｄｚＸＬが報じたとこ
ろによると、カラカ町ディラ・ヴィ
レッジに住む学生、ロムネル・アルカ
ラさんは被弾した直後、病院に急送さ
れる途中で死亡したという。警察当局
は直ちに同じカラカ町の中にあるカル
アンガン・ビレッジの居住者、サン
チャゴ・エンドド３３歳の追跡捜査を
開始した。エンドド容疑者は、披露宴
の最中に銃を見せびらかして空に向け
て発砲し、その流れ弾がアルカラさん
の背中に当ったという。

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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◆ バタンガス州の少年殺害事件
容疑者１人を逮捕
バタンガス州で地元名士の御曹司で
１６歳のハイスクール学生が殺害され
た事件が起こってから１週間近くが
経過し、容疑者７人の内の１人が警察
によって逮捕されたという。
◆ マラボン市 胎児遺体の遺棄事件
木曜日の正午前、マラボン市でピック
アップ・トラックの後部に６ヶ月の
胎児の遺体を遺棄したとして、マラ
ボン市の警察当局が「サイドカー・
ボーイ」の行方を追跡している。
ラジオ放送局、ｄｚＥＣが報じたとこ
ろによると、
「レオノール」と刺繍され
たタオルにくるまれた胎児の遺体は
白いポリ袋に入れられて放置されて
いたという。

＜日刊＞
◆ 逃亡幇助の疑惑 証拠は？
－バトナグ記者
２００７年１１月２９日に発生した
ペニンシュラ・ホテル占拠事件の後、
海兵隊のファエルドン大尉の逃亡を
手助けしたという嫌疑がかけられて
いる日系の時事通信社に勤務する女性
記者、ダナ・バトナグさんは水曜日、
政府に対して逃亡幇助容疑の証拠が
あるなら正式に告訴する様にと主張し
た。バトナグ記者は同時に、本事件へ
の関与を否定した。
◆ スルー州 ＩＤシステム導入
スルー州の自治体の首長達は、州内に
おける「好ましからざる人物」を特定
することを目的としたＩＤシステムの
導入を開始した。
◆ 国軍参謀総長
退官前の視察旅行へ出発
任期延長の可能性が囁かれる中、国軍
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のエスペロン参謀総長は、バシラン州
とスルー州を皮切りにフィリピン全国
に駐屯する国軍部隊を訪問する退官前
最後の視察旅行を明日から開始すると
いう。
◆ ラ・ニーニャ現象 ６月まで？
水曜日、フィリピン気象庁の気候専門
家は、
全世界の最新データに基づくと、
異常な降雨をもたらすラ・ニーニャ
現象が今年の６月迄、継続することが
予想されると発表した。
◆ アメリカ不況
ＯＦＷやコール・センターに影響
独立シンク・タンクのイボン基金は
水曜日、予測されているアメリカの
不況と世界経済における全般的な停滞
傾向によって、
最も影響を受けるのは、
コール・センターと海外フィリピン人
就労者であるという見解を示した。
I
◆ ＯＦＷのヨルダン派遣 凍結
フィリピン政府は、虐待の被害が増加
していることから、ヨルダンにおける
フィリピン人の就労を一時的に凍結
したという。水曜日、関係者が明らか
にした。
◆ 上院議長
野党公認の大統領候補？
２０１０年の大統領選挙における野党
の公認候補を明かしていないエストラ
ーダ前大統領は水曜日、ビリヤール
上院議長が野党公認の大統領候補と
して出馬する可能性を示唆した。
◆ ブンイェ長官の親族暗殺事件
ヒットマン逮捕で解決
水曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ
は、ブンイェ報道長官の親族２人が
殺害された事件の解決を発表した。
先週の土曜日、ラグナ州サン・ペドロ
で共産主義勢力の暗殺者８人が逮捕
されたことにより、
ＰＮＰ当局は、 報
道長官親族殺害事件の解決を表明した。

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

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◆ 石油運搬車炎上 １人死亡
水曜日の深夜、マニラ市サンパロック
地区にあるナグタハン立体交差点の
高架下で、ガソリンを運搬していた
ディーゼル・タンク車が炎上し、１人
が死亡したという。ラジオ放送局、
ｄｚＭＭが報じた。
◆ ＮＡＩＡ１ 空調設備の発煙騒動
水曜日の午後、ニノイ・アキノ国際
空港第１ターミナルの到着ロビーで、
天井に設置されている空調設備のダク
トから煙が噴出したことで、一時的に
搭乗客達の間に緊張が走った。
（ 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 》
☆ David Pomeranz Valentine Concert
８５年の東京音楽祭参加のために書か
れた幻の名曲「涙のくちづけ」は、
フィリピンでも大ヒット。
懐かしくて、
そして甘酸っぱい極上のバラード歌手
といわれる David Pomeranz のバレン
タイン・コンサートです。
日時：２月９日（土）午後７時
場所：
Island Cove Resort and Leisure Park
チケット：
ＶＩＰ（ディナー・ショー）
（自由席）
P1800
パトロン（ショーのみ）
（自由席）
P1000
Ｐ８００（ショーのみ）
（自由席）
P 800
Ｐ５００（ショーのみ）
（自由席）
P 500

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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日時：２月１４日（木）午後８時
場所：PICC Plenary Hall
チケット：
オーケストラ中央（指定席）P2500
オーケストラ両側（指定席）P1800
１階中央（指定席）
P2000
１階両側（指定席）
P1500
２階中央（指定席）
P1800
２階両側（指定席）
P1000
バルコニー（指定席）
P 800
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.davidpomeranz.com/
☆ Love... What Matters Most
フィリピンの人気タレントによる愛が
溢れるバレンタイン・コンサートです。
出演：John Lesaca, Tots Tolentino
Noelle Cassandra
日時：２月１４日（木）
午後７時・午後９時
場所：PICC Reception Hall
チケット：
ディナー・ショー（指定席）P3990
ショーのみ（自由席）
P1575
連絡先：TicketNet 911-5555
☆ Connie Francis...
The Greatest Hits Show
オールディーズ女性シンガー、
ガール・ポップス系の代表格である
Connie Francis のコンサートです。
当時日本でも大人気だった「V・A・C・
A・T・I・O・N」
「可愛いベイビー」
「ボーイ・ハント」など懐かしい
ヒット曲のメドレーです。
日時：２月１４日（木）午後８時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cuabo, Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）P5250
パトロン（指定席）
P3675
下段ボックス（指定席） P2888
上段ボックスＡ（指定席）P1838
上段ボックスＢ（自由席）P1050
一般自由席
P 525
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.conniefrancis.com
☆ Batang Rizal
The Philippine Educational Theater
Association による４０回目を迎える
シアター・シーズンは Christine
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Bellen 原作、Dudz Terana 監督による
Batang Rizal です。フィリピンの国民
的英雄ホセ・リサールを通じて愛国心、
ヒロイズムを思い起こさせます。
期間：１月２７日（日）まで
午前１０時・午後３時
場所：SM City Bacoor Cinema 6
Gen. Aguinaldo Highway cor.
Tirona Highway, Brgy. Ilabay
Bacoor, Cavite
連絡先：
PETA Marketing and Public Relations
Office
725-6244 / 410-0821
☆ Isko 2008:
A Full Length Tula Dula
UP Repertory Company によるフィリピ
ン大学百年祭記念公演です。
日時：２月２３日（土）
午後３時・午後６時
場所：UP Cineadarna
UP Film Institute, UP Plaridel Hall
Ylanan Road, Diliman, Quezon City
チケット：P150 P120
連絡先：Ms. Rogeleth Amon 434-8643
E-mail: rog_amon@ahoo.com

《 明日です 》
● 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/
● Surfing plus Pinoy rock
International Long Board Surfing
Open と Pinoy Classic Rock Concert
が同時に行われます。
第１０回目を記念するサーフィン大会
と１００人以上のミュージシャンが
参加するロックコンサートです。
日時：１月２５日（金）２６日（土）
場所：Surf Camp, San Juan, La Union
連絡先：0920-8908287

-3E-mail:info@pinoyclassicrock.com
● Die Fledermaus (The Bat)
フィリピン文化センター（ＣＣＰ）
新年のオペラ開幕は、ウィンナー・
ワルツの代表的作曲家ヨハン・シュト
ラウスが書いた、オペレッタの王様的
作品「蝙蝠（こうもり）
」です。話の筋
の荒唐無稽さ、変装による取り違えの
面白さ、大舞踏会の華やかさなどどこ
をとっても楽しめる上、素晴らしい
音楽にも酔うことが出来る素晴らしい
作品です。
日時：
１月２５日（金）午後８時
１月２６日（土）午後３時・午後８時
場所：
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
連絡先：
UST Conservatory of Music 731-4022
CCP Music Division 832-1125 loc.1604

《 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？ 】
■ カノッサの屈辱（１０７７）
１０７７年１月２５日（承保３年１２
月２８日）
、
神聖ローマ皇帝ハインリヒ
４世が、教皇グレゴリウス７世による
教会破門の許しを乞うためカノッサ城
の門前で立ちつくし始めました。これ
が有名なカノッサの屈辱（英語：Walk
to Canossa、独語：Gang nach Canossa）
です。
聖職叙任権をめぐってローマ教皇グレ
ゴリウス７世と対立していた神聖ロー
マ皇帝ハインリヒ４世が、この日から
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３日間、教皇による破門の解除を
願って北イタリアのカノッサ城に
赴いて許しを願ったことをいいます。
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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。

突然現れたハインリヒに教皇は戸惑い、
捕縛されるのではないかと恐れ、
城から出ようとしませんでした。
ハインリヒは武器をすべて置き、修道
士の服装（粗末な服に素足）に身を
つつんで城の前で教皇にゆるしを求め
ました。３日間、真冬の城外で赦しを
請い続けたため、教皇は破門を解く旨
を伝え、ローマへ戻っていきました。

映画「南京の真実（仮題）
」
製作委員会
TEL 03-5464-1937
FAX 03-5464-1948

★Ｓｏ－ＴＶについての

お問い合わせはこちらまで！★
『Ｓｏ－ＴＶ事務局』
（ 月～土 １０：００～１８：３０ ）
電話 ：03-6419-3900
ＦＡＸ：03-3407-2263
E-mail：support@so-tv.jp

★ 映画「南京の真実（仮題）
」
製作支援のお願い
「南京の真実」公式ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ

★「チャンネル桜 友の会」のご案内
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

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

「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

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！
<日本人は、なぜ「三」が好きか？>

Ｓｏ－ＴＶﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
http://www.so-tv.jp/

月額３,１５０円（税込）

【 Ch.桜からのお知らせ 】
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会員募集！！
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.
html

「三人寄れば文殊の知恵」
「女三人寄れ
ば、かしましい」
「石の上にも三年」
「三度目の正直」など日本のことわざ
には「三」のつくものが非常に多く
あります。ことわざだけでなく、
「日本
三大○○」や御三家、三羽烏、三人娘
のように、日本人は三でひとくくりに
するのも好きです。
その理由は、一説によりますと、日本
に古くからある陰陽思想のせいだと
いわれています。陰陽思想では、奇数
を陽数として尊び、偶数を陰数として
嫌います。
「七五三」や「三三九度」と
いったおめでたい儀式に奇数が使われ
ているのもそのせいで、こうした陰陽
思想では、一は物事の始まりを表す
神聖な数、そして三は、その次にくる
もっとも区切りがよく、しかも縁起の
いい奇数というわけです。
また、三は、
「満つ」や「充つ」に通じ
る、非常におめでたい数だとする説も
あります。さらに、一や二は、点や線
でしかありませんが、三になって
はじめて、
面が完成する→全てが揃う、
という説もあります。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

2008/01/24

ＮＥＷＳ

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 昔の日本を行脚する！旧国名②
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・・・
和泉（いずみ）
「わいずみ」とは読みません。現在の
大阪府南部の旧国名です。泉井上
（いずみいのうえ）という神社で水が
湧いたことから、この名前がついたと
いう説があります。

【 明日の誕生花 】
■ １月２５日の誕生花
プリムラ（乙女桜）
Primula

１０月中旬頃１２～１５㎝鉢に再度鉢
上げをします。
低温短日で花芽分化するので、温度が
下がるまでに株を大きく育てることが
必要です。
１月２５日生まれのあなたは・・・
やや優柔不断なところがあり、人に強く
押し切られてあとで不平不満を言うこと
が あ り ま す 。あ な た 自身、 こ れ で は
いけないと思っているはずです。イエス、
ノーをはっきり言うよう心がけてくださ
い。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 土壇場（どたんば）
（慣用句）
自分にとって不都合な、切羽（せっぱ）
詰まったときのことです。
進退窮（きわ）まった状況、また、
最後の決断を迫られるような場面を
いいます。
用例：土壇場で底力を発揮した。
参考：元は、
首斬りの刑を執行する場所、
首斬り場の意味です。

花言葉 美の秘密、永続する愛情
早春にばら色の花を咲かせるところを、
プリマドンナに見立ててたものです。
美の女神フローラの子パラリソスの
化身とされ、それゆえ花言葉も「美の
秘密」です。
科名
サクラソウ科
原産地 中国
栽培方法
実生、種類によって株分けで増やす。
５～６月に種まき、本葉２～３枚の頃
平箱に移植、９月上旬９㎝鉢に鉢上げ、

■ 毒気に当てられる
（どっけにあてられる）
（慣用句）
相手の人を食った言動を目前にして
唖然
（あぜん）
とすることをいいます。
用例：
彼の毒気に当てられて言葉を失った。

【 知ってなるほど 】
■ 破魔矢（はまや）は
もともと子供の遊び
「はまころ」から！？

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古くは「浜弓」
、
「浜矢」と書き、一種
の円盤投げ遊びで、子供の遊びである
「はまころ」といったものです。ハマ
とは藁縄（わらなわ）でつくった輪、
米俵の蓋（さんだら）といったもの
です。これを空中に投げ、矢を射て
当てるのを競いました。
これがのち細長い板に弓矢を飾り付け、
その下に戦絵を貼って正月の贈答品と
なりました。これが神社の縁起物の
前身です。いまでは各地の神社で正月
の初詣客にわたしていますが、これは
比較的新しい行事です。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
あちらを立てれば、こちらが立たずとい
う場合、さて皆様ならどうしますか？
私は、どちらも立てないのが公平なよう
な気もしますが、状況次第では立たな
い側に立つ資格が無いのか、立っては
ならない立場なのかという時もあるので
はないかと考えるようになりました。
ですから、立てる側が立つのが逆に
公平なのではないかという結論に至り
ます。
外国人参政権の話なども、そうですが、
外国人の方に気持ち良く日本滞在を
なんていう馬鹿な意見は政治家失格で
す。日本ほど、外国人が優遇されて、
気持ち良ぉ～く暮らせる国はそうそう
ありません。それよりも、日本をけなし
て文句ばかり言っている外国人に参政
権など不要です。絶対に、そんなことを
考えるべきではありませんし、そうすべ
きだと主張している人って多分、日本人
ではないのだと思います。そんなことで
国交断絶と言われたら喜んで受けて
欲しいです。基本的に、条件付で鎖国
制度大賛成！！ (Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

“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

