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＜夕刊＞ 

 

◆ アロヨ大統領 帰国 

火曜日の午前中、アロヨ大統領は、  

８日間に渡って政府関係者や財界指導

者らとの実りある会談を設けたスイス

のドバイ訪問から帰国した。ラジオ 

放送局、ｄｚＢＢが報じたところに 

よると、アロヨ大統領は、午前８時  

２５分、フィリピン航空のチャーター

機、ＰＲ００１便でニノイ・アキノ  

国際空港第２ターミナルに到着した 

という。 

 

◆ 西ミサミス州の元町長  

法廷内で撃ち殺される 

火曜日の午前中、マニラ市第一審地方

裁判所で行われた審理に出廷していた

西ミサミス州の元町長が何者かに撃ち

殺されるという事件が発生した。この

事件では他に２人が負傷していると 

いう。初期報告によると、この発砲  

事件は午前９時１０分頃、市庁舎の 

４階にあるマニラ市第一審地方裁判所

のダグナ判事が担当する第１９法廷の

室内で起きたという。ラジオ放送局、

ｄｚＢＢによると、銃撃されて死亡 

したのは、西ミサミス州サパン・   

ダラガ町の元町長、レイナルド・   

ヤップ氏だという。 

 

◆ マニラ市庁舎  

銃撃事件で業務停止 

マニラ市役所は西ミサミス州のヤップ

元町長が法廷内で撃ち殺された発砲 

事件を受けて火曜日の正午時点で、 

通常業務を停止した。地元テレビ局の

ニュース番組が報じたところによると、

捜査官が本事件の捜査活動を続ける為

に、市役所の職員は、帰宅を求められ

たという。 

 

◆ パサイ市バス・ターミナル付近  

爆発物発見 

パサイ市のバス・ターミナル付近で、

警察官によって手製爆弾が発見され、

新たな爆弾攻撃を未然に防ぐことが 

出来た。 

 

◆ サン・フェルナンド市  

車両強盗事件が増加 

サン・フェルナンド市では、車両強盗

事件が増加していることから、現地の

実業家達が警戒心を煽られ、車両強盗

に対する取り締り活動を強化する様に

と、改めて警察に要請した。 

 

 

 

◆ エンジン窃盗事件   

容疑者８人逮捕 

月曜日、警察当局は、ヌエバ・エシハ

州サン・レオナルドの倉庫に保管され

ているトラックや自動車のエンジンを

盗んだ容疑で８人を逮捕したという。 

 

◆ ジプニーとトラックの衝突事故  

１３人死亡 

火曜日の午前中、北コタバト州で、  

乗り合いジプニーが１０輪トラックに

衝突し、乗客１３人が死亡するという

事故が発生した。 

 

◆ ナボタス市  

バランガイ議長射殺事件 

月曜日の早朝、ナボタス市にある村の

国旗掲揚式典の 中に何者かがバラン

ガイ議長を射殺するという事件が起き

た。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６４５（↑）

     ＄＝Ｐ４０．４４ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８２０（↑）

     ＄＝Ｐ４０．８５ （↑）

※矢印はペソの動き（前日比） 

BST PHILS., INC. 
Unit 303 Corporate Plaza 
845 Arnaiz Avenue (Pasay Road), 
Legaspi Village, Makati City 
 
TEL：７５２－７２４６ 
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。 

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)
mailto:fstmn@pldtdsl.net
http://friendshipmanila.com/
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◆ ハリウッド  

フィリピン人メイド虐待で実刑判決 

フィリピン人家政婦を虐待したとされ

る「現代の奴隷」事件を扱っていた  

アメリカのロサンゼルスの法廷は月曜

日、ハリウッド・スタジオに勤務して

いた元主席弁護士と妻に対して、有罪

判決を下した。アメリカ地方裁判所の

デール・フィッシャー判事は、ソニー・

ピクチャーの法務部門の元副社長、 

ジェームス・ジャクソン被告５３歳に

対して、外国人の不法雇用の罪を認め

たことにより２００時間の公共奉仕 

活動を科す判決を下した。またジャク

ソン被告の妻のエリザベス被告５４歳

は、強制労働を強いた容疑により、  

禁固３年の実刑判決が科された。  

フィッシャー判事の判決文の内容に 

よると、エリザベス被告は、被害者で

ある元教師のネナ・ルイズさんを自分

が飼っている犬以下に扱っていたと 

いう。ルイズさんは、３日前に作られ

た食事を与えられ、１日１８時間の 

労働の末に犬用の籠の中で眠らされた

という。また２００１年から２００２

年にかけて数ヶ月間の雇用期間が終了

して支払われた給与額が僅か３００ 

ドルだったという。 

 

◆ 誘拐人質事件のイタリア人神父  

フィリピンに戻る 

月曜日、ミンダナオ島で武装勢力に 

誘拐された後、解放されてから６ヶ月

が経過した現在、イタリア人司祭の 

ジャンカルロ・ボッシ氏がマニラに 

再入国した。ボッシ神父が搭乗した 

フィリピン航空の３０７便は月曜日の

午後８時頃、ニノイ・アキノ国際空港

に着陸した。ボッシ神父は昨年６月に

誘拐事件の人質となった経験がある。 

 

 

 

◆ マカティ市とマリキナ市 

連結する橋梁建設工事 

パシグ市は、交通渋滞を緩和すること

を目的に、マリキナ市とマカティ市の

両市を連結する２つの橋梁を建設する

資金として、少なくとも５億ペソを 

拠出すると発表した。 

 

 

＜日刊＞ 

 

◆ ２００８年度予算案 批准 

上院と下院の両院の議員達が予算の 

配分について合意に至ったことから、

下院議会は月曜日、ようやく本年度の

１兆２２６７億ペソの予算案を批准し

た。 

 

◆ 報道の自由侵害を防止   

地裁 ＴＲＯを下す 

月曜日、マカティ市第一審地方裁判所

の判事は、当局によって報道の自由が

侵害されない様にと、報道関係者から

申し立てられていた一時差し止め命令

の嘆願を認める判決を下した。 

 

◆ マスコミの損害賠償訴訟  

大統領府 落胆 

２００７年１１月２９日に、トリリヤ

ネス上院議員が率いるマグダロ・グル

ープに所属する反乱将校達がマカティ

市にあるホテル、ペニンシュラ・マニ

ラを占拠した際、マスコミ関係者を 

逮捕した政府当局に対して、報道関係

者グループが１０００万ペソの損害 

賠償を求める訴訟を申し立てたという。

月曜日、大統領府は本件について落胆

していると発表した。 

 

◆ マニラ首都圏その他地域  

停電発生 

火曜日の午前２時頃、マニラ首都圏と

近郊の３州で停電となったことにより

同地域が暗闇に包まれた。 

 

◆ 悪徳警官の強盗犯   

警察官とカー・チェイスを展開 

月曜日の深夜、パサイ市警察署に所属

する１人の警察官と仲間は、マニラ市

サンタ・クルズで、マニラ市警察署の

移動巡回チームとカー・チェイスを 

展開したという。２級警察官のエリッ

ク・ニコデムス３８歳とレスティトゥ

ト・バラグタス３３歳は午前１時頃、

乗っていた銀色の日産セントラ走行し、

赤信号を無視して交差点を通り抜けた

ところで巡回中のマニラ市警察署の 

警察官に現行犯逮捕された。取り調べ

の際、ニコデムス容疑者は、車から  

降りて自身が警察官であると称し、 

交通違反の切符の受け取りを拒否した。

その時点で、タクシーが近づき取調べ

中の警察官の側で停止した。タクシー

の乗客はコンピュータ技師のジェロー

ム・ロペスさん２１歳であると身分を

明かし、両容疑者が数分前に、ロペス

さんから現金等を強奪したと証言した

という。その途端、容疑者が突然、車

で逃走を試みた為、警察部隊によって

追跡されたという。 

 

◆ レガルダ上院議員他  

聴覚障害の少年を支援 

レガルダ上院議員と友人達は、４歳の

耳の聞こえない少年が蝸牛インプラン

トの手術を受けられる様にと１００万

ペソを集めたという。これにより、  

この少年は近々、聴覚を取り戻すこと

が出来る様になるという。専門家の話

では、蝸牛インプラントの手術は、  

難聴者や全然、聴覚が無い子供や大人

のコミニュケーションを容易にする為

に考案されたものだという。音を増幅

させる補聴器とは異なり、蝸牛インプ

ラントは、損傷を受けた内耳部分に 

おけるバイパス手術を施し、直接的に

聴覚を刺激するものだという。 

 

 

 

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 

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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◆ 廃棄物処理問題   

町長の声明発表 

リサール州ロドリゲス町の町長は月曜

日、マニラ首都圏から回収されたゴミ

を同町の廃棄物処分場に廃棄する場合

の廃棄料金を受領するのは、州政府で

はなく地方自治体の町であると主張す

る声明を発表した。 

 

◆ サン・フアン市と 

マンダルーヨン市で 断水に 

マニラ・ウォーター社が火曜日の夜 

から水曜日の午前中にかけてメンテナ

ンス作業を行うことからサン・フアン

市とマンダルーヨン市の一部の地域で

は、８時間に及んで断水となる。 

 

◆ ブラカン州ギギント 火災発生 

月曜日の夜、ブラカン州ギギントで、

火災が発生し、建設資材およそ５００

万ペソ相当が全焼した。 

 

◆ カビテ州民家爆発事件 ３人死亡 

カビテ州の海岸沿いにある民家が建ち

並ぶ地域で爆発事故が発生し、少なく

とも３人が死亡し、１０人が負傷した

という。同州ロサリオ町のヘルナンデ

ス副町長の発表によると、この爆発 

事故は、学校の近くで起こったこと 

から、保護者達がパニック状態に陥り、

警察官は、爆発現場から人々を遠ざけ

る作業に終始した。 

 

 

 

（ 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 》 
 

☆ Kami Napo Ulit Muna 

 (Tribute to Apo 2 Band Fest) 

 

フィリピンの人気ロックバンドによる

バンドフェスティバルです。 

 

出演：Kamikazee 

Bloomfields 

Hilera 

Spongecola 

 

日時：２月１日（金）午後８時 

場所：Metro Bar 

 47 West Ave., Quezon City 

チケット：P360.50 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

E-mail:tickets@ticketworld.com.ph

 

☆ Lucid Love 

１９８３年ニューヨーク生まれの若手

女性バイオリン奏者 Lucia Micarelli 

のステージです。クラシカル・クロス

オーヴァーの貴公子 Josh Groban の

新アルバムにも参加しています。 

 

日時：２月１４日（木）午後９時 

場所：Embassy 

Unit D The Fort Entertainment Center, 

Bonifacio Global City, Taguig 

連絡先：Denise Roco  

893-2543 / 0920-9051346  

E-mail: deniseroco@rpa.com.ph

 

☆ Love Nina 

日本にも多くファンを持つ実力派女性

歌手 NINA のコンサートです。 

 

特別ゲスト：Christian Bautista 

 

日時：２月２２日（金）午後８時 

場所：Metro Bar 

47 West Ave., Quezon City 

チケット：P450 

連絡先：Rowell Lee 0927-2250000 

E-mail: greengecko.ink@gmail.com

 

☆ Pasinaya 2008:  

The CCP Open House Festival 

３０以上のショー、３００人以上の 

アーティストのステージを無料で開放

するフェスティバルです。 

 

日時：２月３日（日） 

午前１０時～午後５時 

場所： 

Cultural Center of the Philippines 

CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：CCP Complex 832-1125～39 

E-mail: ccp@culturalcenter.gov.ph

 

☆ 2008 Shop @ The Fort Bazaar 

毎月恒例の 

Karl Edward International主催に 

よる高品質な品が揃うバザーです。 

 

日時： 

２月１６日（土）１７日（日） 

午前１０時 

３月１５日（土）１６日（日） 

午前１０時 

場所：NBC Tent, Bonifacio Global City 

 Fort Bonifacio, Taguig 

連絡先：372-8453 / 374-3726 

 

 

《 明日が最終日 》 
 

● Wanders 

 

時間を超越した古典的なダンス・ナン

バーによるフィリピンの国際的パフォ

フィリピン滞在中に英語力をアップしませんか？ 

英語専門学校 ＴＧアカデミー 
アメリカ人・カナダ人講師による英語レッスン  

個人授業の教室５６室 グループ・レッスン用の教室１０室 

その他娯楽室も完備しております。 

TESOL / SAT / IELTS / TOEIC / TOEFL 
電  話       ： 632-910-5139/638-8538 

インターネット電話 ： 0707-945-1090~1 

住   所  ：20th Floor Strata 2000 Building, Ortigas Jr. Road 
          Pasig City, Metro Manila, Philippines

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/

mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.ch-sakura.jp/
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ーマーと中国とロシアからの空中アク

ロバットの妙技です。 

期間：１月３０日（水）まで 

場所：PAGCOR Grand Theater 

PIRC Bldg., Ninoy Aquino Ave. 

Brgy. Sto. Nino, Paranaque 

チケット：P3090 P2575 P2060  

P1545 P1236 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

 

《 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？ 】 
 

■ 西南戦争が勃発する（１８７７） 

１８７７年（明治１０年）１月３０日、

鹿児島に貯蔵してあった武器・弾薬の

類を新政府が大阪に移送しようとした

ことに激昂した一部の私学校生徒達が、

鹿児島城下草牟田にあった陸軍火薬庫

を襲撃し、そこから多量の武器・弾薬

などを奪う事件が起こりました。 

 
この西郷隆盛が設立した私学校の生徒

による「陸軍火薬庫襲撃事件」は鹿児

島各地に飛び火し、この事件をきっか

けとして西南戦争（せいなんせんそう）

が勃発することになりました。 

明治６年政変によって下野した西郷は

明治７年、鹿児島県全域に私学校と 

その分校を創設しました。目的は、  

西郷と共に下野した不平士族たちを 

統率するため、県内の若者を教育する

ためでしたが、外国人講師を採用した

り、優秀な私学校徒を欧州へ遊学させ

る等、積極的に西欧文化を取り入れて

るという点から、外征を行うための強

固な軍隊を創造することが目的でした。 

 

 

【 ＢＳＴからお知らせ 】 
 

★ 電子版PHIL JAPAN NEWS JP 
 
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、名古屋城の上には 

金の鯱がある？> 

 

名古屋城の天守閣に燦然と輝く金の鯱

（しゃちほこ）は、魔除けのために  

あります。鯱は海のギャングのシャチ

とは違って、伝説の架空の動物です。

頭は竜で、背中に鋭いトゲを持ち、  

全体としては魚のような形をしていま

す。 

オスとメスがあり、オスは口を開け、

メスは閉じています。古来、建物を  

火事から守ると信じられてきたため、

城を火災から守ることを願って天守閣

に据えつけられたのです。 

しかし魔除けでありながら、名古屋城

の鯱は金でできているため、その金の

鱗（うろこ）が盗まれるという事件も

起きています。昭和１２年には５８枚

の鱗が盗まれています。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑤ 

 

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・・・ 

 

摂津（せっつ） 

大阪府北西部と兵庫県南東部周辺です。

この土地には大きな「津（港のこと）」

があり、飛鳥時代には摂津職（「摂」は

治めること）という朝廷の機関が置か

れたのが由来です。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ １月３０日の誕生花 

 

ペペロミア 

Peperomia argyreia 

 
花言葉 艶やか 

  

花は目立ちませんが、厚みのある葉が

美しい観葉植物です。葉が香辛料にな

る種類もあり、名前もギリシャ語のペペ

リ（胡椒）からきています。 

  

科名   コショウ科 

原産地  ブラジル 

“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:info@friendshipmanila.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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栽培方法  

株分けか葉挿しで増やします。 

１０～１２℃位で冬越しは出来るが水や

りは控え目にします。直射日光を受ける

と葉焼けをし、日照が不足すると葉の色

がぼけるので注意が必要です。 

 

１月３０日生まれのあなたは・・・ 

純真で初々しい性格です。ちょっとした

ことで驚いたり、大喜びしたり、あるいは

涙ぐんだり…見方によってはかわいい

タイプかもしれませんが、年相応の分別

も持たないといけません。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 
■ 斗南の一人 （となんのいちにん） 

    （故事成語） 

 

北斗星より南で第一の人。 

また、天下第一の賢人をいいます。 

 

類語：北斗以南一人のみ 天下無双 

 

参考：斗南（となん）の「斗」は 

北斗星です。北斗星より南の意で唐の

狄仁傑（てきじんけつ）が、その賢を

「北斗以南一人而已矣」と称せられた

という「唐書－狄仁傑伝」の故事から

です。 

 

■ 飛ばず鳴かず 

（とばずなかず）（故事成語） 

 

①長い間鳴きも飛びもしないでじっと

しているという意味で、将来の活躍を

期して長い間機会を待っている様子を

いいます。 

 

②現在では、長い間何の活躍もしない

でいることを自嘲的に、または軽蔑し

て言うことが多いです。 

 

類語：鳴かず飛ばず  

 

故事：「呂氏春秋－重言」や「 

史記－滑稽列伝」など 

「三年不蜚、又不鳴」の句によ

る。 

 

 

 

【 知ってなるほど 】 

■ 「チンドン」とは 

鉦（かね）と太鼓（たいこ）の 

        音のこと！？ 

近めっきり減ってしまいましたが、

商店街の街頭宣伝で生きているのが、

懐かしいチンドン屋です。「チンドン」

とは鉦と太鼓の音からつけた名称です。 

 

昭和の初め、不景気になって失業学士

が増え、クラリネットをまじえた和洋

合奏のチンドン屋が登場した頃が、 

この業界の全盛期でした。太鼓、鉦、

三味線をまじえてにぎやかに宣伝する

この商売も昭和４０年（１９６５年）

頃まではよく見かけたもので、関西で

はこれを「東西屋」とか、「おひろめや」

と呼んでいます。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

今時、メイドさんを犬以下に扱う人がい

るとは驚きました。それも文化人という

か映画など人々を楽しませることを仕事

にしている会社の幹部ですからねぇ～ 

このメイドさんは元教師ということです

が教師の免許を持っていながら犬以下

の扱いを受けるなんて、屈辱的だったと

思います。でも、何ヶ月も我慢していた

ところが驚きですね。給料をもらったら

超安かったので、堪忍袋の緒が切れた

のでしょう・・・・きっと。(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 Hospital521-8450 

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_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/ 

 

 

★ 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_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
mailto:clubnews@philjpn.com

