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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。

スアンシン新局長に直接、連絡する様
にと求めた。

フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ フィリピン国家警察
判事の身辺警備
月曜日、マニラ首都圏東部地区警察
管轄本部は、パシグ市の覚醒剤巣窟
市場の摘発で逮捕された６５人の容疑
者に対して先頃有罪判決を言い渡した
パシグ市第一審地方裁判所のボレタ
判事を警備する任務に警察の護衛官
２名を任命した。
◆ ＬＴＯ新局長 本局を一般公開
この程、陸運局、ＬＴＯの局長として
就任したアルベルト・スアンシン氏は、
これまで警備の厳重だったことで一般
に公開されたことのなかったケソン市
イースト通りの本局を市民に開放した。
ベロヤ前局長の後任となったスアン
シン氏は就任して初めての出勤日に
あたる月曜日、陸運局の職員に対して
も、
職務に関して何か問題があるなら、
いつでも遠慮なく自分のところに来る
様にと呼びかけた。
また市民に対して、
ＬＴＯ関連の問題が生じている様なら

◆ ケソン市警察管轄本部
銀行強盗容疑者２６人を告訴
ケソン市警察管轄本部の強盗対策捜査
官はケソン市ウェスト通りで発生した
銀行強盗事件に関与したとみられる
犯罪組織のリーダーを含むメンバー
２６人を強盗及び殺人未遂の容疑で
告訴したという。月曜日、捜査官が
発表した。
◆ 将棋倒し事件の被害者
ライバル番組への参加を求める
２年前、パシグ市にあるフィルスポー
ツ・アリーナ、旧称ウルトラのゲート
前で、テレビ番組「ワゥワゥウィー」
の収録中に大勢の人々が将棋倒しと
なる事故が発生した。月曜日、およそ
５０人の被害者がミサと徹夜の祈りを
捧げた。この日、ちょうど２年前に
発生した事故で７４人が死亡した。
同時に、被害者団体のメンバーは、
ワゥワゥウィーを製作するテレビ局、
ＡＢＳ-ＣＢＮから何ら支援を受けて
いないとして、被害者達の苦境を和ら
げる為にＧＭＡ７の放送するワゥワゥ
ウィーのライバル番組にあたる「イー
ト・ブラガ」という番組の「オン･ザ･
スポット」という部分に自分達を参加
させる様にと呼びかけた。

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￥＝Ｐ０．３６５８（↑）
＄＝Ｐ４０．５４ （↓）
市中両替所￥＝Ｐ０．３７９５（↑）
＄＝Ｐ４０．５５ （↑）
※矢印はペソの動き（前日比）

☆【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】
◆ ＭＭＤＡピンク・ライン政策
違反車の撤去
月曜日、マニラ首都圏開発管理庁、
ＭＭＤＡはマカティ市オスメーニャ・
ハイウェイで違法駐車の車両を撤去
する作業を実施することで、実質的な
「ピンク・ライン・プロジェクト」を
開始した。これにより、同措置に不満
を持つ車両の持ち主達からの苦情が
相次いだという。
◆ デ・ベネシア氏は
「敗北の事実を受け入れよ」
－大統領府
大統領府は、デ・ベネシア前下院議長
に対して、
敗北したことを受け入れて、
「安定した政治の現状をく乱しない様
に」と釘を刺した上で、デ・ベネシア
氏が現在も「先輩議員」としての役割
を担うことが出来ると同氏に呼びかけ
る発言をした。

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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◆ ネリ委員長の逮捕は未だ出来ない
－最高裁
火曜日、最高裁は、社会経済企画庁の
長官を務めていたネリ氏について、
未だ逮捕することが出来ないという
判決を下した。
◆ ブラカン州
高齢女性２人の遺体発見
ブラカン州で身体に複数の切り傷を
負っている高齢の２人の女性の遺体が
発見されたという。
◆ 誘拐人質のインド人男性
無事保護される
月曜日の夜、警察の捜査官はバタアン
州ディナルピハンで、誘拐犯によって
解放されたインド人貿易商を保護した
という。
◆ ケソン市
連続銀行強盗事件
火曜日、ケソン市で、銀行強盗事件が
２件発生し、警察官達は犯人追跡に
奔走したという。
◆ 石油価格 値下げ
国内の大手石油会社３社、ペトロン、
ピリピナス・シェル、そして旧称カル
テックス、現在のシェブロン社は、
ガソリン、ディーゼル、灯油製品の
価格を１リットルあたり５０センタボ
引き下げると発表した。
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味方だった下院議員達がデ･ベネシア
議長を退陣に追い込み、ダバオ市選出
のノグラレス議員を議長として選出す
るのに９時間近くを費やした。
◆ デ・ベネシア氏 宣戦布告
デ・ベネシア元下院議長は本日火曜日
から、単なるパンガシナン州選出の
下院議員として知られることになった。
しかしながら下院議長を５期に渡って
務めたデ・ベネシア氏は、政友によっ
て１０年以上務めた職を退陣すること
に票が投じられたことについて、戦わ
ずして失脚することは無いと発言した。

-2◆ 鉱業企業への攻撃に警戒 －国軍
月曜日、国軍は、鉱業を営む企業を
標的とする共産主義ゲリラによる新た
な攻撃が実行される可能性があると
発表し、国軍が訓練した市民軍を配置
する正当性を強調した。
◆ マニラ市 不発弾発見
月曜日、マニラ市マラテにある９階建
てのビルの基礎工事の一環として掘削
作業を行っていた建設作業員達は、
第二次世界大戦時代の不発弾を発見
したという。
◆ デング熱予防対策

◆ ＮＡＩＡの仮設小屋
撤去作業を開始
マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡＡは、
連邦航空管理局、ＦＡＡによる新たな
格下げを恐れて、ニノイ・アキノ国際
空港の境界線周辺にある仮設小屋の
撤去作業を開始した。撤去作業は、
タギグ市ビクータンの東サービス・
ロードに隣接する滑走路０６の端に
ある小屋が対象となった。この場所に
は、
滑走路用の進入灯が１.５キロメー
トルに渡って設置されている。

清掃作業を強化
マニラ市内においてデング熱発症件数
が増加していることを受け、火曜日、
マニラ市内全域において集中的な清掃
作業が開始されるという。マニラ市の
リム市長は同市保健担当のサンチェス
医師、
４つの市営病院の院長、
消防団、
そして市やバランガイの職員と共に、
マニラ市トンド地区のロドリゲス通り
に位置するバランガイ１４３における
清掃作業を開始すると発表した。
◆ 子守強姦事件

＜日刊＞

◆ 南沙諸島の警備強化は不要
－国防省
先週の土曜日、台湾の陳水偏総統は、
フィリピンがリガオ島として領有権を
主張している太平島を訪れた。国防省
は、
それにも拘わらずカラヤアン群島、
いわゆる南沙諸島における国軍の警備
要員を追加する予定は無いという。

父親が告訴される
月曜日、４０歳の男が２００６年に
数回に渡って娘の子守の少女１５歳を
強姦し、妊娠させた容疑で正式に告訴
された。マニラ市第一審地方裁判所に
強姦の容疑で告訴されたのはマニラ市
トンド地区リコ通りに居住するロニ
ー・ビスペラスだという。

◆ 下院議長失脚
新議長は
ダバオ市選出ノグラレス議員
火曜日の深夜過ぎ、パンガシナン州
選出のデ・ベネシア下院議員は１７４
人の下院議員によって退陣賛成票が
投じられたことから、下院議長の席を
明け渡すことになった。嘗て政治上、

◆ シンガポール 比人同胞殺人事件
月曜日、シンガポールで、フィリピン
人の男がフィリピン人男性を殺害した
として告訴された。容疑者は、有罪が
宣告された場合、絞首刑に処される
ことになるという。マーク・ラゲルタ
容疑者２９歳は、裁判所に出廷し、
同胞のベルナルド・アロハドさん２７
歳を殺害した容疑で正式に告訴された。

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ 高級車を支給
選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣは、
財政難であると宣言しているにも
拘わらず、幹部職員に対して公用車と
してスポーツ仕様の新車を支給したと
いう。これにかかる費用として用意
された総額は２千万ペソに上るという。
昨年１１月から１２月の期間中にＣＯ
ＭＥＬＥＣは、マニラ地区の１４人の

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
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部長クラスの職員の為に車両を購入
する資金を備蓄金から拠出するという
決議を承認した。新車のイノーバが
８０万ペソから１１５万ペソ、三菱フ
ュージョンが９５万ペソから１００万
ペソを上回る価格。また、ヒュンダイ
のタクソンが９０万から１１５万ペソ
相当の価格で購入されているという。
（ 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 》
☆ 12th Philippine International
Hot Air Balloon Festival
毎年恒例、今年で１２回目となる
Philippine International Hot Air
Balloon Festival です。熱気球だけで
はなく、アクロバット飛行やスカイ
ダイビングのアトラクションも楽しめ
ます。
期間：２月７日（木）～１０日（日）
場所：Clark Expo, Pampanga
チケット：P100
連絡先：TicketNet 911-5555
☆ Manila Chinatown walks
古き良き時代のチャイナタウン探訪
企画です。ガイドブックにはのって
いない地元ならではのチャイナタウン
をご案内します。

2008/02/05
日時：２月６日（水）午後２時
場所：Binondo Church 集合
連絡先：Old Manila Walks
0917-3291622
☆ TravelTour Expo
Philippine
Travel
Agencies
Association 主催による、国内・海外
旅行に関するエキスポです。毎年約
１５０の旅行社の参加により、昨年は
６万人の人手となる大盛況なイベント
です。
期間：２月１５日（金）～１７日（日）
午前１０時～午後９時
場所：SMX Convention Center
SM Mall of Asia 隣
連絡先：
Philippine
Travel Agencies Association
552-0026～29
E-mail:info@ptaatraveltourexpo.com.ph
Fairs and More Inc.,
845-1324 / 759-6680
E-mail:traveltour@fairsandmore.com.ph
☆ Lo Hei New Year buffet
通常のメニューの他に、中国旧正月を
祝うメニューがランチ・ディナー・
ビュッフェに加わります。お値段は、
１２８８ペソとなります。２月７日
（木）のみ、伝統的なライオン・ドラ
ゴン・ダンスがごらんいただけます。
期間：２月６日（水）～２１日（木）
場所：Riviera Café
Heritage Hotel Manila
連絡先：Riviera Cafe 854-8888
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毎月恒例、チボリの７コースのフレン
チ・ディナーにボトムレスのワインが
ついたお食事がＰ２９８０++ で
お召し上がりいただけます。今月は、
バレンタイン月間を祝って特製チョコ
レートのプレゼントがあります。
日時：２月２９日（金）
午後７時～９時３０分
場所：The Tivoli, Mandarin Oriental
Makati Ave., Makati City
連絡先：750-8888 loc.2431/2433

《 明日です 》
● Photoworks @ The Garage
写真撮影の基礎から応用編まで学べる
ワークショップです。
これまで知らなかった技術を会得でき
ます。
日時：
２月０６日（水）
午後７時・午後１０時
２月１１日（月）
午後７時・午後１０時
２月１３日（水）
午後７時・午後１０時
２月１８日（月）
午後７時・午後１０時
２月２０日（水）
午後７時・午後１０時
２月２７日（水）
午後７時・午後１０時
場所：The Garage
Jesuit Communications Creative
Technologies Center
Seminary Drive corner Arrupe road
Ateneo de Manila, University Campus
Quezon City
連絡先：426-5971 / 5972 loc.221
E-mail: cbringino@admu.edu.ph

フィリピン滞在中に英語力をアップしませんか？www.tgacademy.com

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/
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《 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。

外交を展開しつつも戦争が起きるとは
想像しておらず、この国交断絶通告を
受け取った際「この通告が戦争を意味
するものか」と小村寿太郎に尋ねまし
た。

《 求人情報 》
☆ 求人募集

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

ニコライ２世も「わがロシア帝国と
日本との戦争は有り得ない。なぜなら
朕がそれを欲しないから。
」と放言し、
日本は如何なる屈辱を受けても ロシ
アの前にひれ伏すだろうと考えていま
した。これに対し小村寿太郎は「この
行為は戦争を意味するものではない」
と返答しますが、この状態ではどの
外交ルートもあるわけではなく実質的
には戦争開始の通告でした。

【 明日は何の日？ 】
【 ＢＳＴからお知らせ 】
■ 日本政府がロシアに
国交断絶を通告する（１９０４）
１９０４年（明治３７年）２月６日、
日本の外務大臣小村寿太郎は当時の
ロシア公使ローゼンを外務省に呼び、
国交断絶を言い渡しました。ロシア側
にとって、この通告がいかに突然で
あったかは、ローゼン公使の対応を
見てもわかりますが、ローゼン自身も
これだけ日本に対して傲慢で挑発的な

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！
<なぜ、武士は月代を剃っていた？>
時代劇に登場する武士はみな、おでこ
の上の部分を剃っています。時代劇通
ならご存知のとおり、月代（さかやき）
と呼ばれる部分ですが、これは合戦が
あったころの名残なのです。

期間：２月６日（水）まで
場所：The Podium
18 ADB Ave., Ortigas Center
Mandaluyong City
連絡先：Japan Foundation 811-6155
http://www.jfmo.org.ph

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。
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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。
撮影サービスも行っております。
リサイタルや発表会、誕生パーティ等
お気軽のお問い合わせ下さい。
TEL: ７５２－７２４７

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

日本では、室町時代後半から徳川家康
が江戸に幕府を開くまで、１世紀もの
あいだ戦国・乱世が続きました。血で
血をあらう合戦が頻繁に行われ、鎧・
兜に身を包んだ武士たちが戦いに明け
暮れていました。この鎧・兜は合わせ
て７０キロというしろものです。しか
も重いだけではなく、特に兜の風通し
は非常に悪く、すぐに蒸れてしまい
ます。それを少しでもしのぎやすく
するために、額の上の部分をそって
いたのです。
時代が下り、江戸庶民の名かにも月代
を剃る男達が現れましたが、これは
ただ粋がって剃っていただけです。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑩
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・・・
但馬（たじま）
兵庫県の旧国名です。
「たじ（川の両岸
が急勾配の斜面になっている谷）
」が
多い「ま（土地という意味）
」というの
が由来です。

“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

【 明日の誕生花 】

2008/02/05
という意味から、極めて貧乏なことの
意味があります。

■ ２月６日の誕生花
油菜（あぶらな、はなな）
Brassica

■ 捕えどころがない
（とらえどころがない）
（慣用句）
証拠や論拠にする手掛かりがない、
判断する材料がないことです。
類語：掴みどころがない

【 知ってなるほど 】

花言葉 競争
一面黄色く咲く花菜畑は、日本の春の
風物詩です。黄色の花が十文字に咲く
様子から、かつては十字花と呼ばれて
いたようです。
科名
原産地

アブラナ科
スカンジナビア半島～
シベリア、コーカサス地方

栽培方法
実生で増やします。
タネまきは９～１０月で直まきします。
開花期は３～５月、観賞用の他に、
一部花が咲き始めた程度の花蕾を漬物
に出来ます。
２月６日生まれのあなたは・・・
ちょっと皮肉やなところがあり、論争
すると相手をしんらつにやっつけたり
します。でもこれは相手が強い立場の
場合です。困っている人や弱者には
とても寛大で、必要とあらば人肌ぬぐ
性格です。年下の後輩たちの憧れの的
になります。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 土用布子に寒帷子
（どようぬのこにかんかたびら）
（ことわざ）
時節外れなこと、ものごとが逆さまな
こと、
無益、
無意味なことをいいます。
類語：寒に帷子土用に布子
参考：季節に合った衣服を着られない

■ 『楚辞』には梅、
『万葉集』には菊
の句がない！？
「楚辞（そじ）に梅なく、万葉に菊な
し」という言葉があります。古代は「ム
メ」といっていた「梅」は早くから日
本に渡来してきた中国産のバラ科の落
葉高木です。
「花の兄」という別名をも
つのは、春に先がけて咲くからで、そ
のりりしいところが多くの人に好まれ
る由縁です。
梅の古代語のムメは、ム＝群がり咲く
もの、メ＝可愛いものです。冒頭の言
葉は、楚の屈原（くつげん）の作品を
中心に集めた詩集『楚辞』に梅を詠ん
だ句が一つもなく、
『万葉集』に菊の句
が一つもないということです。このこ
とは、菊が日本古来の植物ではなかっ
たことを示しています。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
ついに 10 年以上も継続して務めていた
下院議長の肩書きを失ってしまいました
ね。昨晩のニュースでは、以前、アロヨ
大統領と手に手をとってサムアップ・ポ
ーズをしていたデ･ベネシア氏の映像が
放送されていましたが・・・もう十分だと
自分から身を引くどころか戦う？んです
かぁ～っ？！政治家って年齢制限が無
いんでしたっけ・・・？(――;)(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
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【 緊急サービス情報】
★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署

166
168
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 Hospital
521-8450
Manila Medical Center 523-8131
Manila Doctor’s Hospital524-3011
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 Center
723-0041
St. Luke’s Medical Center
723-0301
★ 外務省海外安全ホームページ：
http://www.mofa.go.jp/pubanze
n/
■■■■■■■■■■■■■■■■■
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
送信先を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、
変更前の旧アドレスもご連絡下さい。
ニュースPDF版
http://www.philjpn.com/archive/PHIL-J
APAN_NEWS_JP_080205.pdf
■■■■■■■■■■■■■■■■■

