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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞

◆ 国軍のロザダ氏連行を否定
－空港管理庁長官
月曜日、マニラ国際空港管理庁のクシ
長官は、上院の証人となっているロド
ルフォ・ロザダ氏が先週の火曜日に
香港からニノイ・アキノ国際空港に
到着した際、
「国軍兵士と思われる
男達」に強制的に連行されたと証言し
たことについて、この証言を否定する
発言をした。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疑惑に関する上院
による調査が再開され、ニノイ・アキ
ノ国際空港の管理責任者を兼任する
クシ長官が上院議員達に対して証言し
たところによると、
「監視カメラの記録
映像を見る限りでは、何ら暴力が振る
われていないこと、そして国軍兵士に
よる強制的な連行は行われていない」
という。

● 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。

◆ 大統領府
ロザダ氏への出国強制を否定
ＺＴＥ社との契約に関する証人、ロザ
ダ氏がブロードバンド契約について
上院の公聴会で発言出来ない様に、
大統領府が１月下旬にロザダ氏をフィ
リピンから出国させたという事実は
無いという。月曜日、大統領府のガイ
テ官房長官代理が発言した。

☆【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】

◆ 上院

◆ マニラ首都圏警察官
大統領府を警備
上院が３億２９５０万ドルのＺＴＥ社
とのブロードバンド契約の公聴会の
再開準備を進める中、月曜日の早朝、
マニラ首都圏警察管轄本部の警察官達
は大統領府周辺の警備にあたった。

「証人拉致？」の映像を入手
月曜日、上院は、上院の証人、ロザダ
氏が先週の火曜日に、ニノイ・アキノ
国際空港において、
「拉致された」と
主張する瞬間を設置されている監視
カメラがとらえた映像の複写を入手し
た。
◆ 貿易産業相
ＮＢＮ不正契約は経済に影響しない
３億２９５０万ドル相当の全国ブロー
ドバンド・ネットワーク・プロジェク

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/

担当 岩崎、桑山まで

銀行レート￥＝Ｐ０．３６７９（↓）
＄＝Ｐ４０．４１ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３７９５（↓）
＄＝Ｐ４０．７０ （↓）
※矢印はペソの動き（前日比）

トのＺＴＥ社との契約における疑惑
問題にも拘わらず、月曜日、貿易産業
省、ＤＴＩの長官は、フィリピン国内
における投資家の事業は通常通り行わ
れていると述べた。ラジオ放送局、
ｄｚＥＣがファビラ長官の発言として
報じたところによると、ビジネス分野
の人々は、ＺＴＥ社の契約が既に破棄
されたことを理解しているという。

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

http://friendshipmanila.com/

午後４時現在

◆ 「出国はロザダ氏の意志」
－ＤＥＮＲ長官
疑惑の渦中にあるＺＴＥ社との全国
ブロードバンド・ネットワーク・プロ
ジェクト契約における重要証人、ロザ
ダ氏が１月下旬に出国したのは自分
自身の意志によるものだという。環境
天然資源省、ＤＥＮＲのアティエンザ
長官が指摘した。

国内旅行・海外旅行

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

本日のレート

◆ 元首席補佐官
ロザダ氏に嘘発見機を挑発
月曜日、ディフェンソール元首席補佐
官は、ＺＴＥ社との全国ブロードバン

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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ド・ネットワーク・プロジェクト契約
の疑惑問題について、誰が真実を語っ
ているかを見極める為に、嘘発見機に
よる検査を受ける様にと挑発した。
◆ キアポ地区発砲事件
１人死亡
マニラ市キアポ地区にあるイスラム教
センター付近で起きた未明の発砲事件
は引き続き、ミステリーが取り巻いて
いるという。この事件で女性１人が
死亡し、その夫が負傷している。
◆ 合成ポルノ写真の公開を脅迫
実刑判決
恋人への復縁を迫って断られた男が、
この女性の顔写真を利用して作成した
猥褻な写真を世間に公開すると脅迫し
た事件で、控訴裁判所は、この男に
対して、実刑４年、罰金１０万ペソ、
そして精神病理学の治療を義務付ける
判決が妥当であるという裁決を下した。
◆ ＭＲＴとＬＲＴ
警備を強化
月曜日、警察当局がマニラ首都圏の
軽量高架鉄道、ＬＲＴと首都圏高架鉄
道、ＭＲＴの警備を強化したことに
より、事実上、通勤客の足に乱れが
生じたという。ラジオ放送局、ｄｚＢ
Ｂによると、マニラ首都圏では、警備
員が携帯電話のバッテリーに至るまで
通勤者の鞄の中身を検査したという。

＜日刊＞
◆ ロザダ氏
ネリ氏の証言を期待
上院の証人、ロザダ氏は、自分の証言
に加えることは何も無いと発言した。
しかし、ロサダ氏によると、アロヨ大
統領の夫、ホセ・ミゲル・アロヨ氏と
選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣの
アバロス元委員長が絡んだ疑惑の全国
ブロードバンド・ネットワーク・プロ
ジェクト契約に関して、高等教育委員
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会のネリ委員長が完結することを決心
する様にと望んでいるという。
◆ 元選管委員長
仲介疑惑を否定
日曜日、アバロス元選管委員長は、
全国ブロードバンド・ネットワーク・
プロジェクト契約を落札する為に、
中国のＺＴＥ社を仲介した事実は無い
と否定する発言をした。
◆ 元選管委員長
ロザダ氏を名誉毀損で訴える構え
日曜日、アバロス元選管委員長が発言
したところによると、３億２９００万
ドルの全国ブロードバンド・ネットワ
ーク・プロジェクト契約にアバロス氏
自身の関与を証言した上院の証人、
ロザダ氏を名誉毀損で訴える構えで
あるという。
◆ 運輸通信相
アロヨ氏とアバロス氏の
契約関与を否定
運輸通信省としては、アロヨ大統領の
夫、ホセ・ミゲル・アロヨ氏もアバロ
ス元選管委員長も全国ブロードバン
ド・ネットワーク・プロジェクト契約
の入札に関与していなかったと、運輸
通信省のメンドーサ長官が証言した。
同長官は同時に、その後、契約が破棄
された中国ＺＴＥ社との３億２９００
万ドルのローン契約について水増しな
どされていなかったと証言した。
◆ ロザダ氏の会見
立会人は教会関係者
２月７日の早朝、マンダルーヨン市に
あるラ・サールのグリーンヒルズ校で
ロザダ氏が記者会見を開催した際、
報道陣のカメラ前に一緒に写っていた
のは、
武装した護衛隊員ではなかった。
再び「拉致される」ことを恐れている
ロザダ氏が称する
「ボディガード」
は、
尼僧や神父だった。

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

-2◆ 空港関係者
「ロザダ氏は拉致ではなく
出迎えを受けた」
上院でＺＴＥ社とのＮＢＮ契約の重要
証人とされるロザダ氏の失踪時に関与
したとされる空港の関係者は月曜日、
上院においてロザダ氏と対面する際、
元環境天然資源省の職員だったロザダ
氏が先週の火曜日に、ニノイ・アキノ
国際空港において拉致されたのはなく、
出迎えによって迎えられたという説明
を固持すると発言した。
◆ アバロス氏の弁護人
「ロザダ氏の告発
大統領退陣を狙う」
アバロス元選管委員長の弁護人は、
告発者である実業家、デ・ベネシア
三世氏とロザダ氏が、全国ブロード
バンド・ネットワーク・プロジェクト
契約に関する不正を糾弾する為に立ち
上がった動機は、アロヨ大統領を退陣
に追い込むことを狙ってのことだと
指摘した。
◆ 元首席補佐官
証人への５万ペソを説明
デフェンソール元首席補佐官は、上院
の重要証人とされるロザダ氏に対して
５万ペソを支払った理由について、
上院において説明する為に証言する
ことになった。
◆ ケソン市
オートバイ事故で男女死亡
日曜日の早朝、ケソン市のエドサ通り
で、オートバイを運転していた男性が
立体交差道路から転落して死亡すると
いう事故が発生した。事故を起こした
オートバイに乗っていた女性も、転落
後、後方から来た乗用車によって引き
ずられて死亡したという。
◆ パラニャケ市創立１０周年
１３日は無就労無給に
パラニャケ市は２月１３日、市政１０

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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周年を記念して特別ノン・ワーキン
グ・デーとすることが宣言された。こ
れにより同市内の民間企業や公的機関
は休業することになった。

（ 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 》
☆ ＰＲＡ日本人倶楽部
２月の行事予定です。メインイベント
は、特別懇話会「万一に備える老後の
保険と投資」です。
日時：２月２３日（土）
午後３時～５時
場所：カフェ・アクラタン
（マニラ新聞入居ビル２階）
ゲスト：債券投資専門家
大手保険会社広報担当
参加者：
会員と未会員のＳＲＲＶ取得者
会費：１００ペソ（但し会員は無料）
２月４日（土）午後２時 定例理事会
２月１４日（木）
ゴルフ同好会（オーチャード）
午前８時３０分集合、９時スタート
毎週土曜日
将棋同好会（カフェアクラタン）
午後１時

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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連絡先：ＰＲＡ日本人倶楽部事務局
2F Montivar Bldg.
34 Jupitar cor. Planet Sts., Bel-Air
Makati City
Tel/Fax 897-5660
E-mail: praclub@mozcom.com
http://pra.jpn.ph/
※ホームページ更新しました。
☆ 日本料理海舟（KAI SHU）
新年プロモ
日本料理海舟（KAI SHU）では２月１５
日（金）まで、新年プロモ実施中です。
ランチタイム全メニューが１５％引き
です。是非この機会にお立ち寄り下さ
い。
営業時間：午前１０時～午後２時
午後５時～深夜１２時
朝食営業中：午前６時～午前１０時
コンパニオン
無料サービス実施中：
午後７時～午後９時
場所：ネットワールドホテル１階
Networld Hotel Manila
Roxas Boulevard cor. Perla Sts.
Gil Puyat Ave., Pasay City
連絡先：551-1784（大岩）
新規ホームページ公開中
http://www.networldhotel.com/
☆ 居酒屋日本料理歌舞伎座
２月お得プロモ！
居酒屋日本料理歌舞伎座では、２月
お得プロモ実施中です。２月２９日
（金）まで、新鮮なお刺身、握り寿司
が半額となっております。
くつろぎの個室１６室、お得な朝食・
ランチも好評です。
朝 食：午前 ７時～午前１１時

ランチ：午前１１時～午後 ３時
夜 ：午後 ３時～午前 １時
場所：1632, Adriatico St.
Malate, Manila
連絡先：400-3625
http://www.geocities.jp/kabukiza2006/

☆ 但馬・三田屋
２月プロモ 両店ジンロ飲み放題
カルビと海の眺めが自慢の、焼肉・
海鮮焼・和食「但馬（TAJIMA）
」と、
レンガ壁のお洒落な焼肉レストラン、
焼肉・海鮮焼「三田屋（SANDAYA）
」で
は、２月２９日（金）まで、ジンロ飲
み放題を実施中です。
焼肉・海鮮焼・和食「但馬（TAJIMA）
」
営業時間：
午前１１時３０分～午後１１時
場所：2F, Harbour Square Bldg.
#1 CCP Complex, Bucaneg St.
Manila City
コレヒドール行きフェリー乗り場の
すぐ隣、CCP（フィリピン・カルチャー
センター）の横です。
連絡先：833-２４０８
焼肉・海鮮焼「三田屋（SANDAYA）
」
営業時間：平日 午後５時３０分
～午後１１時
土曜日/日曜日 午前１１時３０分
～午後１１時
場所：2F Colbella Arcade
910 Pasay Road
San Lorenzo Vill., Makati City
New World Hotel の斜め前、
ワインショップの２階です。
連絡先：893-2039
☆ 焼鳥「万坊」Mambo
このたびマカティ市「リトル東京」横
に本格派の焼鳥「万坊」が開店しまし
た。当店は、備長炭で焼くこだわりの

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

www.tgacademy.com

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９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
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焼き鳥のお店ですが、もちろん焼き鳥
以外の居酒屋メニューもございます。
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しました。宣統帝（せんとうてい）は
当時６歳になったばかりでした。
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【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！

たかが焼き鳥、されど「高次元」の
焼き鳥を追求します。

<侍の財布の中には
どれくらい入っていたか？>

皆様のご来店を従業員一同
お待ち申し上げています。

侍、侍といばっていても、経済的には
なかなか大変でした。
下級武士、
浪人、
足軽、中間らはいうにおよばず、上級
武士の生活もけっして楽なものでは
なかったようです。

営業時間：午後６時～午前２時
場所：G-19
Makati Cinema Squeare Complex
Pasong Tamo, Makati City
連絡先：811-1811

例えば、二百石取りの侍を例にとって
みます。これを貨幣換算すると年収は
およそ八十両になります。
この中から、
日常の生活費、足軽や中間、女中らの
人件費をまかなわなければなりません。
古くなった武器を新調する必要もあり
ます。

《 明日です 》
● Once Upon a Happy Note
....Encore!
Philippine Montessori Instrumental
Ensemble による、
基金コンサートです。
貧しくて学校に通えない子供達を支援
します。３０年の歴史を誇るアンサン
ブルです。
日時：２月１２日（火）午後６時
場所：Meralco Theater, Ortigas Ave.
cor. Meralco Ave.
Ortigas Center, Pasig City
チケット：P500
連絡先：911-4838 / 0922-4144077

《 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

大清皇帝時代の溥儀
この退位によって２７０年にわたって
中国を支配してきた満州民族の清王朝
は、その歴史に終止符をうち袁世凱
（えんせいがい）に臨時共和国政府
組織の全権を譲りました。孫文らの
指導する中国同盟会が辛亥革命をおこ
した翌年の２月１２日、溥儀は袁世凱
により退位を余儀なくされました。
２月２２日皇帝の称号を廃止せず宮中
に住み毎年４００万両を経費として
支給されるという優待条件のもと退位
を宣言し、清朝の滅亡と同時に中国の
２１００年余り続いた皇帝制度に終止
符を打ちました。南京では孫文を臨時
大総統とする中華民国臨時政府が誕生、
その後北伐軍閥の巨頭袁世凱が革命派
をおさえて大総統になり政権を握りま
した。

そのため、普段の侍の財布の中は寂し
いものでした。だいたい一分や二分し
か持ち歩かなかったようです。一分は
現在のお金に直すと、
数千円程度です。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】

■ 昔の日本を行脚する！旧国名⑭
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・・・
美作（みまさか）
岡山県北東部の旧国名です。美作は山
国で峠や坂が多い土地のため「坂」を
意味する「御坂（みさか）
」という言葉
が、次第に「みまさか」に変化したよ
うです。

【 ＢＳＴからお知らせ 】
【 明日は何の日？ 】
■ 中国清朝皇帝宣統帝が
退位・清滅亡する（１９１２）
１９１２年
（明治４５年）
２月１２日、
中国清朝の宣統帝・溥儀（愛新覚羅
溥儀・あいしんかくら・ふぎ）が退位

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。

【 明日の誕生花 】
■ ２月１２日の誕生花
猫柳（ねこやなぎ）
Salix gracilistyla

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

2008/02/011

ＮＥＷＳ

★「どら」についての諸説
①打楽器の「銅鑼(どら)」から、
「鐘を
つく」→「金を尽く」→「金を使い果
たす」ことにたとえた洒落。
②昔の遊郭の軒先にぶら下がっていた
銅鑼を、
「いらっしゃいませ」と景気よ
くジャンジャン鳴らしたところから。
③「道楽」が短縮されて「どうらく」
→「どら」になった。
④「どろぼう」の「どろ」からの転。
⑤三河方言の
「だら息子」
からの変化。
花言葉 自由、率直
昔は火種として重宝されていました。
韓国では冬至から１０５日目を寒食と
いい、やなぎでつくった火種を宮中に
献上する儀式があったそうです。
科名
ヤナギ科
原産地
朝鮮半島～中国
栽培方法
挿し木で増やします。
北海道から九州まで、日当たりのよい
水湿地に自生し、早春にふくらむ
銀白色の花芽を切り花に利用します。

■ 虎を画きて狗に類す
（とらをえがきていぬにるいす）
力量のないものが優れた人の真似を
して、却（かえ）って軽薄になったり、
無様な結果に終わったりすること｡
あまりに高遠なものを求めて、却って
不成功に終わったりすること。
類：竜を描きて狗に類す
出典：
「後漢書－馬援伝」
「画虎不成、反類狗者也」

【 知ってなるほど 】
２月１２日生まれのあなたは・・・
気が強くちょっとわがままだと思われ
ています。でも本当は幼い子のような
無垢な部分を持った人で、傷つくのを
恐れて強がっているだけです。親しい
ひとには、もっと素直に自己開示する
ようにしましょう。

【 ことわざを学ぼう 】
■ どら息子（どらむすこ）
怠惰で遊び好きな息子。品行の悪い息
子。

■ 桜は墓場に咲く花だった！？
「桜」といえばふつう「山桜」のこと
をいい、サ・ク・ラ（佐久良）の万葉
語から、狭い岩場（座）に咲く花、
つまり奥津城（おくつき、墓場）に
咲いていた花ではないかといわれて
います。
作家の梶井基次郎が、
「桜の樹の下には
屍体（したい）が埋まっている！これ
は信じていいことなんだよ。
何故って、
桜の花があんなにも見事に咲くなんて
信じられないことじゃないか」と書い
ています。

類：●放蕩息子●道楽息子

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

-5■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
皆さま、週末はいかがお過ごしでした
か？私は相変わらずの寝豚祭でした。
最近、食生活が不規則で、運動不足が
たたりまして、恐ろしい体重増加！！な、
ななななななんと、４キロも増加してしま
いました。（苦笑）(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
【 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
★ 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/
index_japanese_version.htm
★ 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,Legaspi village Makati City
TEL：７５２－７２４６
FAX：８９３－３６５０
E-Mail：clubnews@philjpn.com

“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

