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＜夕刊＞ 

 

◆ ＺＴＥ契約問題  

重要証人２人上院公聴会に出廷せず 

政府と中国の国営企業ＺＴＥ社との 

間で結ばれ、その後、破棄された３億

２９００万ドル規模の全国ブロード 

バンド・ネットワーク・プロジェクト

の契約問題における証人２人は水曜日、

水増し契約の疑惑に関する上院議会の

公聴会に出廷することを拒否したこと

により、逮捕される可能性があると 

いう。水曜日、フィリピン森林公社の

高経営責任者、ロザダ氏と高等教育

委員会のネリ委員長が上院の召喚命令

を受領したにも拘わらず出廷しなかっ

たことでエンリレ上院議員とラクソン

上院議員は、この２人の逮捕に向けて

動き始めた。 

 

◆ ロザダ氏 出国して香港へ 

ロザダ氏は、上院が本件に関する公聴

会を再開させる少なくとも２時間前に、

香港に向けて出国していた。一方、  

問題の全国ブロードバンド・ネット 

ワーク・プロジェクトの契約が成立し

た当時国家経済開発管理庁、ＮＥＤＡ

の長官を務めていたネリ氏も大統領府

に承認されない限り、公聴会に出席 

しないという。 

 

◆ 殺害予告で 

出国を余儀なくされた？ 

水曜日に行われる予定だったＺＴＥと

の契約疑惑に関する上院の公聴会に 

出廷して証言することを予定していた

重要証人、ロドルフォ・ロザダ氏は、

自身と家族に対する殺害予告を受けた

ことにより国外へと逃亡したという。

デ・ベネシア三世氏が明らかにした。 

 

◆ デ・ベネシア氏も出廷せず 

デ・ベネシア下院議長の息子にあたる

実業家、ホセ・デ・ベネシア三世氏に

よると、全国ブロードバンド・ネット

ワーク・プロジェクト、略してＮＢＮ

の契約疑惑に関する上院の公聴会に 

証人が出廷することを拒否している為、

同氏も出廷しないと発言した。 

 

◆ バス横転事故 １１人負傷 

水曜日の未明、カロオカン市の高速 

道路上で、バスが別のバスとスピード

を競い合った結果、横転するという 

事故が発生した。この事故により、  

バスの乗客１１人が負傷したという。 

 

 

◆ ラス・ピニャス市   

空き地に男性２人の遺体 

水曜日の午前中、ラス・ピニャス市の

空き地で、リンチによって殺されたと

みられる男性２人の遺体が発見された。

ラジオ放送局、ｄｚＭＭによると、  

この２人の遺体は、ラス・ピニャス市

ＢＦインターナショナル分譲住宅地内

にある通り沿いの草むらで見つかった

という。当局の初期捜査によると、  

被害者の遺体は、頭部に被弾しており、

至近距離で発砲されたとみられている

という。 

 

◆ 建設資材運搬トラック  

強奪される 

水曜日の早朝、バレンズエラ市で、  

１００万ペソ相当の建設資材を積んだ

トラックがＦＸタイプの車両に乗った

男達に強奪されるという事件が発生 

した。容疑者は、少なくとも８人の  

男だという。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６４７（↓）

     ＄＝Ｐ４０．２１ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８１５（↑）

     ＄＝Ｐ４０．３０ （↑）

※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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◆ ＬＰＧ価格 値下げ 

水曜日、液化石油ガスＬＰＧ業界は、

木曜日からＬＰＧの価格を１キログラ

ムあたり５０センタボ引き下げること

を発表した。ＬＰＧ業者連盟のティー

代表の発言として報じられたところに

よると、木曜日の午前零時１分から、

１１キロ・タンクの価格は、５.５ペソ

引き下げられることになるという。 

 

◆ カビテ州民家爆発事故  

管理人への告訴準備 

月曜日、３人が死亡し、１０人が負傷

するという爆発事件が起きたカビテ州

のアパートの管理人に対して、警察 

当局は、刑事告訴の準備を進めている

という。ラジオ放送局、ｄｚＢＢが  

水曜日に報じたところによると、警察

では同時に、ダイナマイト漁に使用 

するとみられる爆発物を保管していた

この家の借り主に対しても告訴を  

厭わない構えだという。 

 

◆ 食中毒事件  ３３人が被害 

火曜日の夜、北コタバト州コロナダル

市で開催されたパーティーの会場に 

来ていた来賓の少なくとも３３人が 

病院に急送された。ゲスト達は２種類

のパスタを食べたという。初期捜査に

基づく発表によると、被害者達は、引

越してきたばかりの一家のパーティー

で振る舞われたスパゲティとマカロニ

の料理を食べた後、具合が悪くなった

という。 

 

＜日刊＞ 

◆ 元町長殺害事件 怨恨が動機？ 

火曜日の午前中、マニラ市庁舎内で、

西ミサミス州の元町長が殺害されると

いう事件が起こった。マニラ地区警察

管轄本部は、長年に渡る激しい怨恨が

犯行の動機ではないかという観点で 

捜査を開始した。 

◆ 国軍 ２月クーデター説を否定 

反乱兵士や政府に批判的な人々が２月

にクーデターを企て様と計画している

ことが噂されているが、火曜日、フィ

リピン国軍はこの噂を否定した。 

 

◆ 選管委員長任命書 間に合わず 

高裁判所の判事を務めていたメロ氏

は、正式な任命書が未だ発効されて 

いない期間中、選挙管理委員会、ＣＯ

ＭＥＬＥＣの模擬委員長として任務に

就かなくてはならない可能性があると

いう。 

 

◆ デ・ベネシア氏 帰国 

結果的に破棄された中国ＺＴＥ社との

全国ブロードバンド・ネットワーク 

契約に関して、大統領の夫である  

ホセ・ミゲル・アロヨ氏を告発する  

証言を行った後、フィリピンから出国

していたデ・ベネシア下院議長の息子

にあたる実業家、ホセ・デ・ベネシア

三世氏が帰国した。デ・ベネシア氏は、

アメリカからのキャセイ・パシフィッ

ク航空機のマニラ行き便に搭乗し、 

ニノイ・アキノ国際空港に降り立った。

デ・ベネシア氏は地元テレビ局のイン

タビューに対して、数億ドル単位の 

ブロードバンド契約について続けられ

ている上院の事実の真偽を問う調査の

一環として水曜日に行われる聴聞会に

出廷する目的で帰国したと説明した。 

 

◆ ペニンシュラ占拠事件  

電話会社職員の身元特定 

火曜日、フィリピン長距離電話会社、

ＰＬＤＴは、マカティ市内で２００７

年１１月２９日に起きたペニンシュ

ラ・ホテル占拠事件の際、電話局職員

の制服を着た男性が映像に写っていた

が、この男性について、ＰＬＤＴの  

職員だと特定した。ＰＬＤＴのパン 

ギリナン社長は、同人物について、 

「同社の労働組合の組合長、ピート・

ピン  ラックであり、自分自身の 

裁量で事件現場に居合わせたもので 

あり、ＰＬＤＴによって認められた 

行為ではない」というテキスト・  

メッセージを送信した。 

 

◆ 石油価格 値下げ 

火曜日、石油会社４社が今週の金曜日、

２月１日に石油製品の価格を１リット

ルあたり 大１ペソまで引き下げると

発表した。石油元売り大手のピリピナ

ス・シェルとペトロン、シーオイルは

金曜日の午前零時１分に１リットル 

１ペソの値下げに踏み切るという。 

また、ユニオイルも石油製品価格を 

１リットルにつき１ペソ引き下げると

いう。 

 

◆ 大学サッカー競技の審判  

盗撮で告発される 

日曜日、アテネオ大学にあるブルー・

イーグル・ジムのシャワー室で、学校

選抜の代表選手がシャワーを浴びて 

いる様子をビデオで隠し撮りした容疑

で、大学サッカーの審判が告訴された。 

 

◆ 母親の店舗に 押し入り強盗 

母親に反感を持っていたことで知られ

る男が月曜日、自分の母親が経営する

店舗に押し入って、母親の車と部品 

数点を盗んだことから警察当局によっ

て逮捕された。 

 

◆ ウルトラ将棋倒し事件   

被告の申し立て棄却 

２００６年２月に７１人が死亡し、 

数十人が負傷したウルトラ競技場での

将棋倒し事件について、 高裁判所は

火曜日、法務省の予備的調査報告に 

異議を唱えたＡＢＳ-ＣＢＮテレビ局

の申し立てを棄却した。 

 

◆ ワゥワゥウィー事件再考申し立て  

       ‐ＡＢＳ‐ＣＢＮ 

７１人が死亡した「ワゥワゥウィー」

というテレビ番組収録時の将棋倒し 

事件について、法務省による調査報告

の破棄を求めたテレビ局側の申し立て

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


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/01/30                 - 3 - 
が 高裁判所によって却下されたこと

を受け、ＡＢＳ-ＣＢＮテレビ局法務部

の部長は、再考を申し立てると発表し

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 》 
 

☆ Chinese New Year  

Celebration 2008 

チャイニーズ文化圏では１年で 大の

イベントとなる春節・旧正月を祝う 

イベントです。ドラゴン・ダンス、  

獅子舞、占いやバザーが楽しめます。  

 

日時：２月６日（水） 

午前１０時～午後１０時３０分 

場所：Mandarin Oriental Hotel 

 Makati Ave. cor.  

 Paseo de Roxas Sts. 

 Makati City 

チケット：P1588 P988 

連絡先：750-8888 ext.2633/2401 

E-mail:reservations-momnl@momnl.com

http://www.mandarin-oriental.com

 

☆ Kung Hei Fat Choi  

中国のお正月、チャイニーズ・ニュー

イヤーを祝います。 

 

正午から    ドラゴンダンス 

午後２時～６時 風水占い 

午後６時から  花火 

 

日時：２月７日（木） 

場所：McKinley Hill Parking Lot 

 Upper McKinley Rd. 

McKinley Hill, Taguig 

連絡先：Tina 0922-8968462  

E-mail:megaworld.chenson@yahoo.com

 

☆ Mt. Pinatubo Adventure Trek 

フィリピン・ルソン島中西部に位置す

るピナツボ火山へのトレッキング・  

ツアーです。勇敢な探検家と旅行者を

待つ、幻想的な湖の眺望も見事です。 

 

日時：２月２３日（土）２４日（日） 

場所：Mt. Pinatubo, Pampanga 

連絡先：Russell T. Ri 0920-9525285 

E-mail: russelltehri@yahoo.com

 

☆ 土曜シネマ劇場 

マニラ日本人会らいぶらりーによる、

土曜シネマ劇場です。大劇場なみの  

大音響と鮮明な色彩をお楽しみ下さい。 

 

日時：２月２日（土）午前９時３０分 

題名：Music and Lyrics 

邦題：ラブソングができるまで  

製作：２００７年 

監督：Marc Lawrence 

出演：Hugh Grant、Drew Barrymore、

他  

解説： 

８０年代に人気絶頂だった元ポップス

ターと失恋で書くことをやめてしまっ

た作家志望の女性が、ラブソングを 

作ることになるラブコメディ。 

『ブリジット・ジョーンズの日記』の

ヒュー・グラントが元ポップスターを、

『チャーリーズ・エンジェル』の 

ドリュー・バリモアが作家志望の女性

を演じる。 

監督は『トゥー・ウィークス・ノーテ

ィス』のマーク・ローレンス。 

元ポップスター役ではじけるヒュー・

グラントの魅力と、ロマンチックな 

ラブストーリーの行方に注目。 

 

日時：２月９日（土）午前９時３０分 

題名：わんこ THE MOVIE 

製作：２００６年 

監督：角谷公英 

出演：広末涼子（ナレーション） 

イヌたち  

解説： 

フジテレビ系の人気情報番組「めざま

しどようび」が贈るオリジナルドキュ

メンタリー「めざムー映画」の第２弾。

可愛い犬たちと人間との触れ合いを 

描く。映画音楽の第一人者大島ミチル

が音楽を担当し、広末涼子がナレーシ

ョンを務める。  

 

日時：２月１６日（土） 

午前９時３０分 

題名：それいけ！アンパンマン  

ザ・ベスト 

みんなだいすき！アンパンマン  

製作：２００６年 

原作：やなせたかし 

監督：永丘昭典 

声の出演： 

戸田恵子、中尾隆聖、増岡弘、他 

解説：おなじみのキャラクター、 

ユニークなキャラクターが次々と登場

するTVアニメ・シリーズ『それいけ!

アンパンマン』。ザ・ベスト は３０分

１話の楽しいエピソードを３話ずつ収

録したお徳用コレクション。 

 

日時：２月２３日（土） 

午前９時３０分 お休みです。 

 

場所：マニラ日本人会２１階大会議室 

連絡先：マニラ日本人会  

810-7909 / 815-3559 / 892-7624  

 

 

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.mandarin-oriental.com/
http://www.ch-sakura.jp/
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☆ Shopping Spree Bazaar  

都会で働く女性に人気のファッショ 

ナブルなバザーです。カジュアルから

シックな洋服、バッグ、靴、アクセサ

リーが揃います。 

 

日時： 

２月１３日（水）１４日（木） 

１５日（金）午前９時・午後６時 

２月２７日（水）２８日（木） 

２９日（金）午前９時・午後６時 

場所：GT Tower, HV Dela Costa St. cor.  

Ayala Ave., Makati City 

連絡先：Ms. Ann / Mr. Chubby 

 480-5667 / 0926-6941700  

E-mail:apexeventsorganizer@yahoo.com

 

 

《 明日です 》 
 

● 2008 World Slasher Cup 

２００年度闘鶏競技会の開幕です。 

全席自由です。 

 

日時：１月３１日（木）２月３日（日） 

場所：Araneta Coliseum 

Araneta Center, Cubao 

Quezon City 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

● Food Expo 

毎年恒例のフードエキスポです。国内

のあらゆる地方の特産品が揃います。 

 

期間：１月３１日（木）～２月３日（日） 

場所：SM Megatrade Hall  

at SM Megamall  

in Ortigas Center 

Mandaluyong City 

連絡先：Philfoodex 634-3466 

E-mail: philfoodex@tri-sys.com

 

 

《 明日が最終日 》 
 

● 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３１日（木）まで午後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 

 

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

 

● Senior Moment 

７７歳現役で活動中のアーティスト 

Gilda Cordero-Fernando の個展です。 

水彩画５０作品の展示です。 

 

期間：１月３１日（木）まで 

場所：Le Souffle  (Rockwell) 

Amorsolo West Bldg. 

Residential Drive,  

Rockwell Center, Makati City 

連絡先：890-6543 / 890-7630 

 

● World's Most Famous  

Seafood Cocktails  

新鮮なマグロ、エビ、ロブスター、  

オイスターのシーフード・カクテルを

ご賞味ください。 

 

期間：１月３１日（木）まで 

場所：The Fireplace 

Hyatt Hotel and Casino Manila 

1588 Pedro Gil cor.  

MH del Pilar, Malate, Manila 

連絡先：245-1234 

 

● Comida China 

中国の歴史を学びながら食文化の知識

を深められるイベントです。 

継ぎ目のない融合』と題したメニュー

をご賞味ください。 

 

期間：１月３１日（木）まで 

場所：Bahay Tsinoy 

Kaisa Angelo King  

Heritage Center  

32 Anda cor. Cabito Sts. 

Intramuros, Manila 

連絡先：Meah See 527-6083 

E-mail: meahsee@gmail.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。 

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？ 】 
 

 

■ ＧＨＱ 

二・一ゼネストの中止を命令する 

           （１９４７） 

１９４７年（昭和２２年）１月３１日、

連合国軍 高司令官、ダグラス・マッ

カーサー指令により、翌日から予定さ

れていた全官公庁労組中心の「二・一

ゼネスト」の中止を共同闘争委員会に

命令しました。全官公庁労働組合は吉

田内閣打倒を掲げ２月１日に大規模な

ゼネストを決行する準備を進め、社会

的な影響が大きくその成り行きが注目

されました。 

 

http://www.jfmo.org.ph/
mailto:info@friendshipmanila.com
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しかしゼネストに突入する前日、直前

で回避されることになりました。この

中止は、日本の民主化を進めてきたＧ

ＨＱの方針転換を示す事件であったと

されます。意図的に労働者の権利意識

を向上させつつも、占領政策に抵触す

る場合、あるいは共産党の影響力を感

じた場合、連合軍は労働者の味方はし

ないことを内外に誇示しました。なお、

中止により完全に労働者側が敗北した

訳ではなく、各組合が個別に交渉を行

い、賃金アップなどの要求を通したも

のもありました。 

 

【 ＢＳＴからお知らせ 】 
 

 
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？！ 

 

<なぜ、漢字は縦書きにする？> 

 

ヨーロッパのアルファベット、アラビ

ア文字をはじめ、漢字以外の世界の 

文字のほとんどは横書きです。古代 

中国では、亀甲文字といって、カメの

甲羅や動物の骨に文字を書きました。

そのときカメの甲羅に文字を書くと、

横より縦書きのほうが書きやすかった

のです。このときの習慣から漢字は 

縦書きされるようになったと考えられ

ています。 

 

また漢字はもともと象形文字であり、

縦書きにし、一字一字独立させて書い

た方が読みやすいのです。一方、ヨー

ロッパやアラビアの文字は、記号化 

された表音文字であり、こちらは横書

きにして意味をとるほうが、わかり 

やすいと考えられているのです。 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑥ 

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・・・ 

甲斐（かい） 

山梨県の旧国名です。古い時代には 

「山に囲まれた狭い土地」という意味

の、「可比（かひ）」という字を使って

いましたが、次第に「甲斐」に変化し

ました。 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ １月３１日の誕生花 

 

白妙菊（しろたえぎく） 

Senecio cineraria 

 

 
 

花言葉 あなたを支える 

  

花を咲かせる前の白妙菊は、まるで 

花壇を縁どる白いレースのようです。 

黄色い花も可愛いのですが、真綿のよ

うな毛で包まれた白銀の茎葉が目を 

引きます。 

  

科名   キク科 

原産地  地中海沿岸 

栽培方法  

実生または挿し木で増やします。 

草丈５０～６０㎝、葉全体が白い綿毛で

覆われて美しいので、花壇や鉢植えに

して長く観賞できます。５～６月頃黄色

い小花を付けますが、葉ほどの観賞 

価値はありません。乾燥には強く、湿度

に弱い植物です。 

 

１月３１日生まれのあなたは・・・ 

クールであまり動揺しない性格です。 

ピンチに強い人として仲間内で評判に

なっているはずです。状況分析力が  

あり、緻密な計算ができるのでイベント

プランナー、広告業などの仕事がむい

ています。 

【 ことわざを学ぼう 】 

■ 怒髪天を衝く（どはつてんをつく）

（故事成語） 

激しい怒りのために逆立った髪の毛が

冠を突き上げるということで、激しい

憤怒の様子です。また、そのような  

凄（すさ）まじい形相をいいます。  

 

出典：「史記－廉頗藺相如列伝」 

「相如因持璧、卻立倚柱、 

怒髪衝冠」  

 

参考：中国、紀元前２８３年、秦の  

昭王が趙の恵文王に和氏の璧と十五城

を交換しようと強要してきたとき、 

使者に立った藺相如が、壁を取り返し

たときの表情からです。 

 

 

■ 駑馬に鞭打つ（どばにむちうつ） 

（慣用句） 

能力がない者に無理に力以上のことを

させるということで、自分を指して、

精一杯努めるつもりであることを謙遜

していう言葉です。 

 

用例：駑馬に鞭打って勤め上げます。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

■ 鬼とは神と人間の間に 

存在するもの！？ 

 

悪鬼の「鬼」というものは記紀万葉の

時代から存在していたものですが、 

古くは鬼の字を「モノ」「シコ」と読ん

でいました。「まつろわぬもの」のこと

です。そしてそれは神と人間の間に 

いる「者」でした。オニの読みが生ま

れるのは平安時代以降です。そして 

者と鬼がはっきり区別されるのは鎌倉

時代に入ってからです。 

 

鬼の語源には諸説ありますが、 

 

①「モノは常には人目に見えず隠れて

いることから、オン（隠）の字音を  

用いるようになり、オニに転じた」 

 

②「オは大きい。ニは神事に関連する

もの。オオビト（大人）のこと」が   

有力です。 
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■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

本日のことわざで「駑馬に鞭打って勤め

上げます」という言葉がありますが 

これは自分自身を謙遜して言う言葉な

んですね。何だか出来の悪い社員を 

指導しなければならない中間管理職の

発言のようにも思えました。 

「怒髪天を衝く」も、闘鶏の鶏冠みたいな

ものでしょうか、その位、激怒したら 

血圧があがって、ころっと逝ってしまい

そうですね。（苦笑）(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

 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 
●PHIL-JAPAN NEWS JPは無料のフィリ

ピン情報メールサービスです。 

 

配信申込・掲載希望等ご連絡は… 

clubnews@philjpn.com 

 

お間違えの無いように 

お願い申し上げます。 

ＴＥＬ：７５２－７２４６   

ＦＡＸ：８９３－３６５０ 

 

アドレスの変更は、 

変更前のアドレスもご連絡下さい。 

 

ニュースＰＤＦ版： 

http://www.philjpn.com/archive/PHI

L-JAPAN_NEWS_JP_080130.pdf 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

“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 

 

「本間中将終焉の地 
修復計画」 

 

ＷＩＮＳは昨年、マレーの虎と呼

ばれた勇猛な武将、山下奉文大将

の終焉の地を修復いたしました。

本年は、その近くにある本間雅晴

中将の終焉の地を修復する計画が

ございます。 
修復費用のご寄付を募っておりま

すので、是非ご協力下さいます様、

宜しくお願いします。 
ご連絡先は、ＢＳＴまで 
 
電話番号：７５２－７２４６ 

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
mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.philjpn.com/archive/PHIL-JAPAN_NEWS_JP_080130.pdf
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