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＜夕刊＞ 

 

◆ アロヨ大統領  

政治的な安定を呼びかける 

水曜日、アロヨ大統領は、デ･ベネシア

下院議長の退陣を受け、議会における

混乱が増大している中で、政治的な 

安定を心がける様にと呼びかけた。 

 

◆ ＮＢＮの証人 ＰＮＰが拘束中 

水曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ

は、火曜日に香港から帰国後、行方  

不明となっていたロドルフォ・ロザダ

氏を拘束していると発表した。ロザダ

氏は、全国ブロードバンド・ネット  

ワーク契約の疑惑を調査する上院の 

証人として拘束されているという。 

 

◆ 中国に１ペソの大量密輸 

火曜日の夜、マニラ地区警察管轄本部

は、マニラ市トンドで中国に密輸され

る１ペソ硬貨が詰められた４３袋の袋

が入ったコンテナーを押収した。この

１ペソ硬貨の総額は８万６千ペソ相当

に及ぶものだという。 

◆ マンダルーヨン市 強盗逮捕 

火曜日の夜、マンダルーヨン市でバス

の乗客から貴金属類を強奪した路上強

盗３人が逮捕された。 

 

◆ バレンズエラ市職員  

教師への支払遅延を糾弾 

バレンズエラ市の教育関係職員による

と、同市の公立学校の教師に対する 

恩給の支払いが８年間に及んで遅延し

ているという。これについて自治体 

当局の会計手続きの不備が指摘された。 

 

◆ 接着ネズミ捕り 使用禁止  

－動物愛護団体 

思いやりのあるネズミの駆除方法は、

周辺を清潔にして、食品を適切に保存

することだという。動物愛護団体  

「倫理的な動物への対応を求める人々、

略してＰＥＴＡ」は、この様に述べた。

木曜日、中国の旧正月を祝う準備の 

中、ＰＥＴＡの活動家対達が火曜日

に、マニラ市サンタ・クルズにある  

オンピン通りで啓蒙活動を展開し、 

国民に対してネズミ駆除に接着式の罠

を使用しない様にと呼びかけた。 

 

◆ パシグ市  賭博施設を合法化 

パシグ市議会は、賭博やゲーム施設を

合法化して規制する条例を通過させた

ことから、パシグ市内では、こうした

施設の運営が正式に認められることに

なった。 

 

◆ ケソン市   

未成年への酒類販売禁止を強化 

ケソン市当局は、未成年に対する酒類

販売禁止を強化する為の特別部隊を 

編成した。ベルモンテ市長は、酒類 許

可規制委員会のガラルペ委員長に対し、

レストランやバーその他のナイト・ 

スポットで、アルコール飲料等、酒酔

いを促す飲み物を未成年に販売する 

ことを禁じた条例が遵守されているか

を監視する特別部隊を率いるように 

命じた。 

 

◆ 盗難車両の使用  

現役警察官に実刑判決 

犯罪捜査探知局に勤務する警察官が 

スポーツ仕様の盗難車両を作戦に使用

したことは違法であるとして、ケソン

市の判事が警察官に実刑判決を下した。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６６０（↓）

     ＄＝Ｐ４０．４９ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８１０（↓）

     ＄＝Ｐ４０．６０ （↓）

※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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◆ マニラ市役所付近 集団スリ 

タフト通りにあるマニラ市役所の市 

庁舎前で、夜間、交通渋滞によって  

立ち往生している車両の利用者から 

貴重品を奪い取る手口の「ラグビー・

ボーイズ」に対して、被害者達が警察

当局の行動を求めているという。情報

筋によると、犯行グループの手口は、

旧議会ビルの前で待ち伏せし、警戒心

の無い乗員から貴重品を奪い、ビル 

周辺の暗闇に逃げ込むというものだと

いう。他の仲間が犯行場所に移動して

新たな犠牲者を狙うことを繰り返して

いるという。 

 

◆ インフレ率  １５ヶ月で 高値 

１月の全国のインフレ率は、過去１５

ヶ月で 高レベルの４.９％の上昇を

記録した。消費者物価指数に基づくと、

あらゆる商品群において値上がりして

いるという。火曜日、国家統計局が明

らかにした。 

 

＜日刊＞ 

◆ ＮＢＮ契約の証人 帰国 

結果的に破棄された中国のＺＴＥ社と

の全国ブロードバンド・ネットワーク

契約の不正に関する重要な情報を提供

できるとみられている政府高官、ロド

ルフォ・ノエル・ロザダ・ジュニア氏

は、火曜日の午後に香港から帰国した

後、行方が分らなくなっているという。 

 

◆「ロザダ氏は警察官と一緒だった」 

－ＭＩＡＡ高官 

火曜日の夜、退役将官で現在、マニラ

国際空港管理庁、ＭＩＡＡで所長補佐

官を務めているアトゥトゥボ氏は、 

ロザダ氏がニノイ・アキノ国際空港、

ＮＡＩＡから出る時に同行しなかった

と発言した。アトゥトゥボ氏によると、

現在、行方不明となっているロザダ氏

は、帰国後、１人の警察官と運転手に

同行されて空港を後にしたという。 

◆ ロザダ氏の居所 手がかりなし  

－大統領府 

実現に至らなかった全国ブロードバン

ド・ネットワーク契約に関する上院の

調査において、重要な情報の提供が 

期待されていたロザダ氏の居所につい

て、大統領府は知らないと発表した。 

 

◆ デ･ベネシア下院議長暗殺計画  

否定 －参謀総長 

火曜日、国軍のエスペロン参謀総長は、

パンガシナン第４選挙区選出のデ・ 

ベネシア前下院議長が議長辞職前に 

行った基調演説の中で、デ・ベネシア

氏と息子のホセ三世氏を標的にした 

元国軍将校による暗殺計画があると 

発言したことについて、暗殺計画の 

存在を否定した。 

 

◆ デ・ベネシア氏の証言 歓迎  

－上院 

中国ＺＴＥ社との３億２９００万ドル

の全国ブロードバンド・ネットワーク

契約に関する疑惑を追及する上院に 

よる調査の証人としてデ・ベネシア前

下院議長が自主的に出廷することを 

決心したのであれば、上院は本人の 

決定を尊重して迎えるという見解を 

火曜日に発表した。 

 

◆ ラモス元大統領  

「ラカス党の影響力 健在」 

ラカス・クリスチャン・ムスリム民主

党、通称ラカスＣＭＤは、パンガシ  

ナン州選出のデ・ベネシア氏が下院 

議長職を退いた後も、強い政治的な 

影響力を保有しているという。火曜日、

同党の創設者であり、名誉議長を務め

るラモス元大統領は、この様に発言し

た。 

 

◆ 犯罪被害件数 増加する 

火曜日に発表されたソーシャル・  

ウェザー・ステーション、ＳＷＳの  

新の調査結果によると、２００７年

の下半期に、一般的な犯罪の被害に 

遭ったフィリピン人犠牲者の人数が 

増加しているという。２００７年１１

月３０日から１２月３日にかけてＳＷ

Ｓが行った調査から、フィリピン世帯

の１１.５％が過去６ヶ月の期間中に、

何らかの犯罪の被害を被っていること

が明らかになった。犯罪の内容は、  

窃盗や空き巣、暴力、車上荒らし等だ

という。 

 

◆ ピンク・ライン・プロジェクト  

違反車両１２台摘発 

火曜日、マニラ首都圏開発管理庁、  

ＭＭＤＡは、マニラ首都圏における 

歩道上の駐車を禁止する目的の「ピン

ク・ライン・プロジェクト」に違反  

したとして、１２台の車両を摘発した。

同プロジェクトの開始にあたり、ＭＭ

ＤＡのフェルナンド長官は、本人自ら

ＭＭＤＡの捜査官を率いてマカティ市

やパサイ市内を巡回した。違反した 

車両は、ＭＭＤＡの引いたピンク色の

線を超えた場所に駐車していたことで

摘発された。 

 

◆ マカティ市  銀行引き出し直後  

５０万ペソ強奪事件 

火曜日、マカティ市ヒル・プヤット  

通りの銀行から出てきたばかりの女性

が強盗に撃たれて負傷するという事件

が発生した。この女性は銀行から引き

出した５０万ペソを奪われたという。 

 

◆ 連続銀行強盗事件   

ケソン市警察司令官解任 

火曜日の午前中、ケソン市で、強盗団

が現金輸送車を襲い、現金を強奪する

という事件が連続した。これを受けて

ケソン市警察署の署長が解任されたと

いう。 

 

 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

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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【 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 》 
 

☆ Manikako, Future Ko! 

恵まれない子供たちへの基金調達イベ

ントです。フィリピン人アーティスト

による人形１００点の展示会です。ま

た、家の中で眠っている人形やおもち

ゃの寄付も受け付けます。詳細は以下

ホームページからお尋ねください。 

 

期間：２月１７日（日）～２３日（土） 

場所：The Podium, 18 ADB Ave., 

Ortigas Center, Mandaluyong City 

連絡先： 

http://www.manikako.com
http://community.livejournal.com/manikako/

 

☆ The World in Painting 

フィリピンのユチェンコ博物館とマニ

ラのオーストラリア大使館共催による、

現代オーストラリア美術作品の展示会

です。 

 

期間：２月１３日（水）まで 

場所：Yuchengco Museum, RCBC Plaza 

Corner Ayala &  

Sen. Gil J. Puyat Ave. 

Makati City 

連絡先：Carla Martinez 889-1234 

E-mail: info@yuchengcomuseum.org

 

☆ New Works  

Francesca Enriquez による 新作品

展示会です。題して「horror vacui」。

足の踏み場もないような物質の密生し

たジャングルへと訪れた錯覚に陥る 

会場です。 

 

期間：２月２０日（水）まで 

場所：Finale Art File 

Rm 403, LaO Centre 

Corner Pasay Road  

and Makati Ave., Makati City 

連絡先：813-2310 / 812-5034 

 

☆ Valentine Dinner Cruise 2008 

期間中毎晩１０組のカップルをロマン

チックな船旅へとご招待します。 

お一人様２５００ペソのフルコース・

ディナーを素敵な生演奏でおもてなし

します。 

期間：２月１２日（火）～１６日（土） 

午後７時 

場所：CCP Complex Bay Terminal B 

Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：Lyn Laroco 832-5424 

 

☆ Skin-Deep 

フィリピンで現在、 も賞賛される 

パフォーマーといわれる Vincent A. 

deJesus の 「 Skin-Deep 」 で す 。

Philippine Educational Theater 

Association ４０回目を迎えるシアタ

ーシーズンの題目として３回目の公演

となります。 

 

日時： 

２月０８日（金） 

午後２時３０分・７時３０分 

２月０９日（土） 

午前１０時・午後３時 

２月１０日（日） 

午前１０時・午後３時 

２月１５日（金） 

午後２時３０分・７時３０分 

２月１６日（土） 

午前１０時・午後３時 

２月１７日（日） 

午前１０時・午後３時 

２月２２日（金） 

午後２時３０分・７時３０分 

２月２３日（土） 

午前１０時・午後３時 

２月２４日（日） 

午前１０時・午後３時 

２月２９日（金） 

午後２時３０分・７時３０分 

３月０１日（土） 

午前１０時・午後３時 

３月０２日（日） 

午前１０時・午後３時 

３月０７日（金） 

午後２時３０分・７時３０分 

３月０８日（土） 

午前１０時・午後３時 

３月０９日（日） 

午前１０時・午後３時 

場所：The PETA-Phinma Theater 

Peta Center Theater 

#5 Eymard Drive, New Manila 

Quezon City 

チケット：P300 

連絡先：Jette Gonzales 

725-6244 / 410-0821  

E-mail: petampro@yahoo.com

 

《 明日です 》 

 
● Sitti of Love: 

 A Valentine Dinner Concert 

若きボサノバの女王Sittiのバレンタ

イン・ディナー・コンサートです。 

キャンドルライトがロマンティックな

雰囲気を醸し出します。 

 

日時：２月７日（木）午後７時 

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/

mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.manikako.com/
http://community.livejournal.com/manikako/
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
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場所：InterContinental Manila 

1 Ayala Ave., Makati City 

チケット：P4800 

連絡先：637-9187 / 637-9317  

E-mail:mail@beccamusic.com

 

● 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 

 

● 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

 

● JAPAN FOUNDATION BRINGS  

KABUKI TO MANILA 

ジャパンファウンデーション・マニラ

事務所主催による歌舞伎舞踏レクチャ

ー・デモンストレーションです。 

歌舞伎役者の中村京蔵氏、中村又之助

氏による歌舞伎に関する講演、化粧実

演、「鷺娘」および「石橋」の実演です。 

 

日時：２月７日（木）午後８時 

場所：Carlos P. Romulo Auditorium 

RCBC Plaza, Ayala cor.  

Makati Ave., Makati City 

連絡先：Japan Foundation, Manila  

811-6155～6158 

E-mail:email@jfmo.org.ph

 

● Tanikalang Ginto 

Ateneo-ENTABLADOによる舞台です。大

好評だった作品Tanikalang Gintoの再

演です。 

 

期間：２月７日（木）～２３日（土） 

午後３時・午後７時 

場所：Ateneo de Manila University 

 Katipunan Ave. 

Loyola Heights, Quezon City 

連絡先：Dianne Wilwayco 0927-9706492  

E-mail:dianne.wilwayco@yahoo.com

 

 

《 明日が最終日 》 

 

● The Manila Galeon 

スペイン人の両親を持ち、マニラで 

生まれ、フランスのピレネー山脈で育

ちスペイン南部を旅して培われた感性

を、中国インクの作品であらわす 

Jose Maria Ovejeroの作品展です。 

 

期間：２月７日（木） 

午後６時３０分まで 

場所：Alliance Francaise de Manille 

209 Nicanor Garcia 

Bel-Air II, Makati City 

連絡先： 

Alliance Francaise de Manille 

895-7441 / 895-7585  

E-mail: odintinger@alliance.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？ 】 
 

■ 日露和親条約が締結される 

（１８５５） 

１８５５年２月７日（安政元年１２月

２１日、幕府が日露和親条約に調印し、

下田、函館、長崎を開港しました。  

１８５３年、国境の画定と開国・通商

を要請する国書を携えたプチャーチン

ロシア艦隊司令長官がパルラダ号で 

長崎に来航し、日本とロシアとの条約

締結交渉が開始されました。 

 
 

その後、長崎での数次にわたる交渉を

経て、ディアナ号で再び下田に来航し

たプチャーチンと日本側全権・筒井政

憲、川路聖謨との間で、この日に調印

されました。第１条で今後両国が「末

永く真実懇」にすることが謳われ、第

２条では、日露間の国境を択捉（エト

ロフ）島と得撫（ウルップ）島の間と

すること、樺太（カラフト）島には国

境を設けずに、これまでどおり両国民

の 混住の地とすることが定められま

した。箱館、下田、長崎の３港の開港

のほか、双務的な領事裁判権が規定さ

れていることもこの条約の特徴です。 

 
 

 
 

 

【 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。 

 

エフィム・プチャーチン 

mailto:info@friendshipmanila.com
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【 いまさら人に聞けない疑問 】 
 

■ 日本のナゼだ？！ 

 

<左利きの武士は 

刀を反対側に差したのか？> 

昔の侍は、刀を左の腰にさしていまし

た。いざというとき、右手で刀を抜く

ためです。というと、左利きの武士は

刀を右の腰に差していたと思えますが、

現実にはそうする武士はいませんで 

した。 

 

もともと、刀を振るのは物を投げるの

とは違って、剣術の技術はどちらかの

片手の力が大きく影響するものでは 

ありません。利き腕だけで力任せに 

振り回しても、相手が斬れるものでは

ないのです。いざ相手に打ち込むとき

は、むしろ左手が強く働き、右手は  

方向性を定める働きをします。だから、

左利きの侍が左の腰にさしても大きな

問題はなかったのです。 

 

これは、やはり両手を使う野球のバッ

ティングと似ていて、右打者は、左手

でバットを操作して、右手は添える 

程度です。利き手とは、逆の左手が  

うまく使えないと、好打者にはなれま

せん。 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑪ 

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・・・ 

 

近江（おうみ） 

現在の滋賀県の旧国名です。「都に近い

海」である琵琶湖を「あわうみ」と  

呼び、やがて「「おうみ」に変化しまし

た。ちなみに静岡県西部を「遠江  

（とおとうみ）」と呼びます。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ ２月７日の誕生花 

 

お多福南天（おたふくなんてん） 

Nandina domestica 

 

花言葉 私の愛は増すばかり 

「難を転ずる」という名前をもつ縁起

のいい植物です。温暖な地方に自生し、

霜が降りるころから色づいてくる紅葉

は、みごとです。  

 

科名   メギ科 

原産地  日本、中国 

栽培方法  

なんてんの中で特に葉幅が広く、 

矮性で葉の色が美しい種類です。 

実生、株分け、挿し木で増やします。

植え付けは３～４月と１０月が 適で、

日当たりと排水が良ければ土質は 

選ばず寒さにも強くて栽培は容易です。  

 

２月７日生まれのあなたは・・・ 

人前で意見を述べるのが苦手です。 

気が小さくあがり症、でも実力のある

人なので人前に立つ機会が増えていき

ます。あまり苦にせず、積極的に参加

することです。 

 

【 ことわざを学ぼう 】  
 

 

■ 捕らぬ狸の皮算用 

（とらぬたぬきのかわざんよう） 

（ことわざ） 

 

不確実な事柄に期待を掛けて、まだ 

実現してもいないのに、それを元に 

あれこれ計画を立てることです。 

 

類語：皮算用  

沖な物当て  

飛ぶ鳥の献立  

穴の狢を値段する  

先ず兎を捕まえろ 

 

参考：まだ捕らえないうちから 

狸の皮を売ることを考えると 

いう意味からです。 

 

■ 虎の威を借る狐 

（とらのいをかるきつね） 

（ことわざ） 

他人の権勢に頼って威張る小人物の 

喩えです。 

類語：晏子（あんし）の御（ぎょ）  

笠に着る 甲に着る 

寓話：「戦国策－楚策」  

虎に捉えられた狐が「天帝が私を獣の

長とされたのだから、私を食べると 

天帝の意に背く。嘘だと思うなら、  

どんな獣も私を見て逃げるのを、後に

ついて来て確かめよ」と言った。確か

に獣たちは皆逃げ出した。虎は獣たち

が狐の後ろにいる自分を恐れて逃げた

ことに気付かなかった。 

 

【 知ってなるほど 】 

■ 佐伯さんは 

邪霊をさえぎる神さまだった！？ 

「塞（さえ）の神（道祖神）」は「障の

神」とも書きます。イザナミノミコト

が火の神を産んだために女陰（ほと）

にやけどをして倒れ、やがてこれが 

原因で亡くなり「黄泉国」へ行きます

が、イザナギノミコトはそんな妻に 

会いに行きました。するとイザナミは、

自分はすでに黄泉国の人になってしま

ったといって夫を追い返そうとしまし

た。 

帰るイザナギを追ったのが黄泉醜女達

で、これをさえぎり、止めるために  

投げた杖から生まれたのが塞の神です。

邪霊をさえぎる神、行路の安全を守る

神ですが、のちに大和朝廷の外敵を 

防ぐ一族として「佐伯（さえき）」氏が

生まれるのです。 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

毎日のブログで自宅の悲惨な改修工事

を連載しております。http://manila.sblo.jp/

とにかく日本では考えられない状況に

陥っています。こちらで工務店ｊに何か

頼む時に参考にして下さいね！それで

も、詐欺まがいの日本人の工務店に頼

むよりはマシなんです。高くていい加減、

働くのはフィリピン人なんですから・・・・

公の場では、固有名詞控えますが・・・

個人的には、おしえますよぉ～っ！！

(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

http://manila.sblo.jp/

