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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞

◆ ネリ委員長 逮捕を逃れる
木曜日の午前中、上院から逮捕令状を
執行する目的で送り込まれたチームが
ネリ委員長の執務室に押し掛けたが、
ネリ委員長は逮捕から逃れたという。
ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた
ところによると、上院の守衛官チーム
は午前１１時半頃、高等教育委員会、
ＣＨＥＤに到着したが、ネリ委員長を
見つけることが出来なかったという。
◆ 教育委員会議を欠席
－ネリ委員長
高等教育委員、ＣＨＥＤのネリ委員長
は、上院が逮捕令状を発行したことを
受けて、木曜日にマニラ・ホテルで
行われた教育委員会議の出席を見合わ
せたという。
◆ ＤＥＮＲ長官
証人の渡航を擁護
「タイミングが悪かった」環境天然

● 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。

◆ 下院議長退陣要求の中止を求める
－アロヨ大統領
デ･ベネシア下院議長には誰も触れる
事が出来ないとまでは言わなかったが、
アロヨ大統領は、与党の下院議員達に
対して、同下院議長を議長職から引き
ずり降ろすことに奔走することを止め
る様にと呼びかけた。
◆スポーツ仕様車強奪事件
車内に容疑者の財布
ケソン市の元市会議員のスポーツ仕様
車が水曜日の深夜に強奪されるという
事件が起こった。木曜日、ケソン市
警察当局は、この容疑者の身元を特定
したという。警察の捜査官によると、
乗り捨てられていた元ケソン市会議員、
アベサミス氏の所有する黒のフォー
ド・エクスペディションの中に、ロー
リー・メンドーサ・タルバンという
人物の鞄とサイフが残されていたこと
で、警察は、この男の行方を追跡中だ
という。

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/

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３６６７（↓）
＄＝Ｐ４０．４９ （↓）
市中両替所￥＝Ｐ０．３８３０（↓）
＄＝Ｐ４０．８０ （↓）
※矢印はペソの動き（前日比）

資源省のアティエンザ長官は、結果的
に破棄に至った問題の中国ＺＴＥ公社
と締結した３億２９００万ドルの全国
ブロードバンド・ネットワーク・プロ
ジェクトの契約に関する上院の事情
調査に出廷する２時間前にあたる水曜
日に海外に渡航していたロドルフォ・
ロザダ氏を擁護する発言をした。

国内旅行・海外旅行

E-mail：ftrc@pldtdsl.net
E-mail：fstmn@pldtdsl.net

本日のレート

☆【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】
◆ ケソン市車両強奪事件
警察官や兵士が関与か？
警察当局は、ケソン市の元市会議員、
アベサミス氏のスポーツ仕様車が盗ま
れた事件の背後に、現役、もしくは
退役した警察官と国軍兵士が存在する
可能性について調査を進めているとい
う。
◆ ０７年の経済成長
過去３１年で最高レベル
２００７年のフィリピン経済は、２０
０６年と比較すると７.３％拡大した
という。これは、サービス部門と工業
部門の業績が良かったことによるもの
だという。木曜日、政府が発表した。
◆ ツナ缶工場爆発事件
非常警戒態勢に
木曜日、南コタバト州警察本部は、
ジェネラル・サントス市にあるツナ缶
工場で水曜日の夜に起きた爆発事件で、

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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少なくとも４人が死亡したことを受け、
全面警戒態勢をとっているという。
◆ 看護師など若手専門家
需要６万人
若いフィリピン人の専門家にとって
売り手市場が見込まれているという。
水曜日、労働雇用省が発表したところ
によると、看護師等といった若手の
専門職の資格を持つ者への国内需要が
現在、６万人以上に上るという。
◆ 石油代替エネルギーの開発 急務
マニラ市で行われたエネルギーに関
する会議の席で、フィリピン政府は、
原子力や太陽電力、また地熱発電等と
いった石油以外のエネルギー源を真剣
に検討する様にと求められた。

＜日刊＞
◆ 下院議長退陣に必要な票数確保
－ＫＡＭＰＩ
アロヨ大統領が所属する政党、カンピ
の議員達は、デ・ベネシア下院議長を
退陣に追い込む為に必要な票数を確保
したという。

2008/01/31
テベス下院議員は、仕事に打ち込む事
で、苦痛を伴う苦しい体験を忘れよう
と務めている。昨年１１月１３日、
下院議事堂で大きな爆弾攻撃事件が
発生し、爆発によって６人が死亡し、
自身を含む数人が負傷した。
◆ 逮捕命令の再考申し立て
－ネリ委員長
高等教育委員会、ＣＨＥＤのネリ委員
長は、フィリピン政府と中国の国営
企業ＺＴＥ社との間で結ばれた全国
ブロードバンド・ネットワーク案件の
契約金、３億２９０万ドルに関する
上院の調査の為に、出廷を求める召喚
状を無視したことで、侮辱罪の容疑で
逮捕令状が出されているという。本件
について、ネリ委員長は再考慮の申し
立てを上院に提出した。

◆ 犯行時１５歳の強盗殺人犯
釈放される
強盗殺人を犯した罪で有罪判決を受け
ていた２０歳の男が水曜日、ケソン市
の裁判官によって釈放を命じられた。
ケソン市第一審地方裁判所第８８法廷
のマグラヤ判事は、強盗殺人犯の
ミケ・アンヘロ・スマリンドが犯行
当時１５歳だったことから刑事的な
責任が無く、刑を科すことが出来な
いという判決を下した。
◆ 聖路加病院 ＳＡＲＳの噂を否定
水曜日、ケソン市にあるセント・ルー
クス・メディカルセンターは、同病院
に入院していた患者がＳＡＲＳによっ
て死亡したという噂を否定する発表を
行った。同時に、同病院は、この死亡
した患者の主治医が重体になっている
という噂も否定した。

◆ 元市議の車奪われる
ガソリン切れで放置
水曜日の深夜過ぎ、ケソン市で３人組
の武装犯が同市の元市議会議員、アベ
サミス氏のスポーツ仕様車を強奪した。
しかしながら、この車が燃料切れに
なったことから、犯人達は、奪った
車両を放置して逃走したという。

◆ ジェネラル･サントス
爆発事故で３人死亡
フィリピンの南部にある魚介類の加工
工場で、手製爆弾が爆発した。この
爆発によって、３人が死亡し、２７人
が負傷したという。当局が発表した。

◆ 元町長暗殺事件

（ 提供: Early Bird News Service ）

◆ エストラーダ前大統領
国連を訴える
水曜日、エストラーダ前大統領は、
世界で最も腐敗した指導者として、
前大統領を第１０位に位置づけた国連
を相手取って、国際法廷に不服の訴え
を申し立てる構えだという。

プロによる犯行
火曜日の午前中、西ミサミス州の元
町長がマニラ市の法廷内で暗殺された
事件は、周到に計画が練られていた
ものとみられており、プロの殺し屋に
よる犯行だという。水曜日、警察当局
が明らかにした。

◆ 議事堂爆破事件の負傷議員
職務復帰
下院議事堂爆破事件で負傷したテベス
下院議員は、更なる休息を呼びかける
医師の指示を無視して、下院議会に
職場復帰した。東ネグロス州選出の

◆ 元町長の遺族 「動機は政治」
西ミサミス州のヤップ元町長の遺族は、
今回の事件の動機について政治が絡ん
だものであると考えている。

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
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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

【 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 》
☆ Tina Turner Tribute
２００３年度 World Rock N' Roll
Tribute Artist の チ ャ ン ピ オ ン
Luisa Marshall のチャリティー・コン

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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サートです。 「セクシー・ダイナマイ
ト」の異名を持つパワフルなボーカル
が特徴の Tina Turner を思わせるス
テージです。収益金は全額ユニセフに
寄贈されます。
日時：２月１日（金）午後８時
場所：Ascend Superclub, Quadrant 4
Bonifacio High St.
Bonifacio Global City, Taguig
連絡先：856-1786 / 856-1788
0916-5384393
http://www.clubascend.com
☆ Parfum d Europe
１８８０年～１９２０年代のロマン
チックなヨーロッパへといざなうコン
サートです。
Fortuna（ソプラノ）
Paul Widmer（バス・バリトン）
Randy Gilongo（テノール）
Ronan Ferrer（テノール）
Claudine Meyer（ピアノ）
日時：２月２日（土）午後８時
場所：Francisco Santiago Hall
BDO South Tower, Makati Ave.
cor H.V. de la Costa Sts.,
Makati City
チケット：P515 P309
連絡先：TicketWorld 891-9999
☆ 1st Philippine StarBall
United Professional Dance Teachers
of the Philippines, Inc. 主催による
フィリピン初の国際的な社交ダンス
チャンピンシップが開催されます。
総額７００万ペソの賞金を目指して
凌ぎのけずります。

2008/01/31
Ortigas cor.
Asian Development Bank Aves.
Ortigas Center, Quezon City
連絡先：812-8464
http://www.crowneplaza.com/galleri
amanila

《 明日です 》

☆ Cuaresma
フィリピン各地のホーリーウィークの
展示を行います。キリストの生と死を
表す６０以上のイメージと絵画です。
入場は無料です。

出演：Kamikazee
Bloomfields
Hilera
Spongecola

期間：２月８日（金）～１７日（日）
午前９時～午後９時
場所：Harrison Plaza
2nd Level, A. Mabini St. cor.
M. Adriatico St., Manila
連絡先：
E-mail: cliffordtchua@yahoo.com
E-mail: dellquez@yahoo.com
☆ A Tribute to Offy:
Danny Sillada’s Art Poetry & Music
アーティスト Offy Flores-Garcia の
１周忌に捧げる、マルチタレントで
ある Danny Sillada による芸術的な
絵画、詩、歌の展示会です。
期間：２月１９日（火）～２８日（木）
場所：Ricco-Renzo Gallerie & Café
LRI Business Plaza
Ground Level
210 Nicanor Garcia St.,
Bel-Air II, Makati City
連絡先：Kaye Nuguid 898-2545
E-mail: dsilladat@gmail.com

日時：２月１６日（土）
場所：Crowne Plaza Galleria Manila

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
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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

● 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。

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
● Martin Nievera XXV
フィリピンのコンサートキング
Martin Nievera の新年コンサートです。
日時：２月１日（金）午後８時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cubao
Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）P3800
パトロン（指定席）
P3200
下段ボックス（指定席） P2700
上段ボックスＡ（指定席）P1600
上段ボックスＢ（自由席）P 800
一般自由席
P 375
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.martinnievera.net
● 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。

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/
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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
● Sari-Saring Sayaw
Sama-Samang Galaw
フィリピンの民族舞踊から、
現代舞踊、
ヒップホップ、ボールルームダンス、
ストリートダンスまで、あらゆるダン
スの競演です。
日時：
２月１日（金）午後８時
２月２日（土）午後３時
２月３日（日）午後３時
連絡先：832-1125～39
E-mail:ccp@culturalcenter.gov.ph
● Hamlet
シェイクスピア作の悲劇
『ハムレット』
（Hamlet）の舞台です。
４千行を超えるシェイクスピア作品中、
最大規模の戯曲です。
デンマーク王子ハムレットが父を殺し
母を奪い王位を簒奪した叔父を討ち
復讐を果たす、シェイクスピアの四大
悲劇の一つです。
日時：
２月０１日（金）０２日（土）
０３日（日）午後８時
２月０８日（金）０９日（土）
１０日（日）午後８時
２月１５日（金）１６日（土）
１７日（日）午後８時
場所：On Stage, Greenbelt1 2nd level
Makati City

チケット：P566.50 P360.50 P257.50
連絡先：TicketWorld 891-9999

《 明日 最終日です 》
● Last Order sa Penguin
Teatro Kolehiyo ng Miriam による
舞台です。大学卒業後、３０歳となっ
たかつての同級生５人が集うバーを
舞台に繰り広げられる物語です。

-4参考にしたと考えられています。大宝
律令は、日本史上初めて、律と令が
そろって成立した本格的な律令です。
７世紀後半以降、百済の滅亡など緊迫
する東アジアの国際情勢の中で、倭国
は中央集権化を進めることで政権を
安定させ、国家としての独立を保とう
としました。そのため、近江令、飛鳥
浄御原令を制定するなど、当時の政権
は、唐・朝鮮半島の統治制度を参照
しながら王土王民思想に基づく国家
づくりを進めていきました。

日時：２月１日（金）
午後３時・午後７時
場所：Mini Theater Paz Adriano Hall
Miriam College
Katipunan Ave.,
Loyola Heights, Quezon City
チケット：P150
連絡先：Michelle Lamar 0922-8141566
E-mail: mitchlamar_10@yahoo.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

その集大成が大宝律令の完成です。
これにより、日本の律令制が成立した
とされています。大宝律令による
統治・支配は、当時の政権が支配して
いた領域
（東北地方を除く本州、
四国、
九州の大部分）にほぼ一律的に及ぶ
こととなりました。

【 明日は何の日？ 】

ビデオのダビング･サービスを承って
おります。

■ 大宝律令を諸国に頒布する
（７０２）
大宝２年２月１日
（７０２年３月３日）
、
前年に制定された大宝律令が施行され
ました。大宝律令は、唐の永徽律令
（えいきりつれい、６５１年制定）を

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

【 ＢＳＴからお知らせ 】

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。

“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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ

2008/01/31

【 いまさら人に聞けない疑問 】

■ 鳶に油揚げを攫われる
（とびにあぶらあげをさらわれる）
（慣用句）
思い掛けず、横合いから大切なものを
奪われる喩えです。当然自分のものに
なると思っていたものを、不意に横取
りされて呆然とする様子です。

■ 日本のナゼだ？！
<なぜ、昔の人の旅荷物は
あんなに少なかったのか？>
時代劇に登場する旅人の荷物は、実に
少ないのですが、あれは真実の姿で、
江戸時代の庶民の旅では、荷物は随分
少ないものでした。持ち物といえば、
お金を入れた道中差
（どうちゅうざし）
、
携帯用燭台、印籠、算盤（そろばん）
や手燭（てしょく）などを入れた枕箱
ぐらいです。
旅館では、持ち物を枕箱に入れ、それ
を枕に眠りました。荷物をひとつに
まとめられるし、盗難防止も意味も
ありました。むろん、江戸時代の旅は
徒歩の旅であり、荷物はできるだけ
少なくなる必要があったのです。荷物
が重いと、へばってしまい、歩けなく
なってしまうからです。
もっとも、荷物が少なかったのは、
庶民や下級武士で、大名の旅は武具類
や風呂、台所用具から料理人まで同行
していました。まさしく、大名旅行だ
ったわけです。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑦
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・・・
豊前（ぶぜん）
福岡県の東半分から大分県の北部です。
肥沃（ひよく）な土地なので「豊の国」
と呼ばれ、後にふたつに分かれて、
都に近いほうが「豊前」
、遠いほうが
「豊後（ぶんご）
」になりました。

【 明日の誕生花 】

■ ２月１日の誕生花
梅（うめ）
Prunus mume

-5-

花言葉 忠実、独立
「東風吹かば匂いおこせよ梅の花
主人なしとて春な忘れそ」とは、
都を追われた菅原道真が庭の梅の木に
別れを惜しんで詠んだ歌です。
科名
バラ科
原産地
中国
栽培方法
接ぎ木で増やします。
果実のできるものを実梅、観賞用で
果実の出来ないものを花梅と区別され、
目的により品種を選択する必要があり
ます。植え付け時期は１１月から２月
の間で、日当たりと排水のよい場所を
選びます。徒長枝には花が咲かないの
で、剪定が大切です。
２月１日生まれのあなたは・・・
まじめながんばりやです。
派手なパフォーマンスはできませんが、
こつこつ努力して大きな成果をあげま
す。あまり外見をかまわないタイプ
なので、もう少しおしゃれを心がける
と印象がよくなります。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 鳶が鷹を生む
（とびがたかをうむ）
（ことわざ）
平凡な親が優れた子を生むことの喩え
です。
類語：鳶が鷹 鳶が孔雀を生む
烏の白糞 雉が鷹を生む
対語：瓜の蔓に茄子はならぬ
蛙の子は蛙
参考：どこにでも住んでいる鳶が力の
強い鷹を産む、という意味からです。
「とび」は「とんび」とも言います。

参考：手にしていた油揚げを、飛んで
いる鳶に奪い取られるという意味から
です。
「とび」は「とんび」とも言いま
す。

【 知ってなるほど 】
■ 「エンタープライズ」が
企業名に不適当といわれるわけ！？
海の城、動く飛行場といわれた世界
最大の航空母艦エンタープライズ号が
長崎佐世保港に入ってきた昭和４３年
頃から、日本では「エンタープライズ」
という言葉が盛んに使われるように
なりました。もっぱら「～エンタープ
ライズ社」という社名に使われ始めた
のは、総合的な仕事をしようとする
会社名としては、ぴったりだったから
です。
しかしエンタープライズは古代フラン
ス語 entreprendre（企てる）から出て
いる言葉で、英語に入って「虚業」と
いう意味が加わった為、英語圏にいる
人にとっては避けたほうがいい言葉の
一つと言われています。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
先程、友人と一緒に夕飯に近い様な
遅ぉ～い昼食をとっていた時、何処かで
見かけた日本人のおじさんが隣のテー
ブルにいました。そうだっ！この人って、
以前、日本食レストランを経営していた
人でクラブ･ニュースの広告料金を踏み
倒した唯一２人の内の 1 人だ。支払日が
近づくと、急病で入院したとか平気で
嘘をついていた人だ。あのレストランは、
どうなったのかしらなけいれど、たしか
大家さんに追い出されたという噂を聞き
ましたっけ・・・・もうじき人生を全うする
年齢になったのに、相変わらず詐欺師
の様なことをしているみたいです。
固有名詞は控えますが、興味のある方
には教えて差し上げまぁ～す。(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

