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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ デ・カストロ副大統領
次期大統領候補の首位
フィリピン人１０人の内の３人は、
２０１０年にアロヨ大統領の任期が
満了した後、デ・カストロ副大統領に
後継者となってもらいたいと考えて
いるという。ソーシャル・ウェザー・
ステーション、ＳＷＳの調査結果に
よって示された。
◆ 次期大統領候補
上院議長、レガルダ議員が続く
世論調査の回答者の３０％は、デ・
カストロ氏が次期大統領になるべきで
あると回答した。これにより１１人の
政治家の中でデ･カストロ副大統領が
首位の座を占めた。アロヨ大統領の
後継候補として名前のあがった１１人
の殆どは、
野党陣営に所属しているか、
与党に所属していない人物だった。
デ･
カストロ副大統領以下、ビリヤール
上院議長２７％、レガルダ上院議員
２３％、ロハス上院議員２０％、エス

● 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。

クデロ上院議員１５％、ラクソン上院
議員１３％、エストラーダ前大統領
９％という比率で支持されている。
◆ ８０団体
大統領退陣要求の会を設立
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不正につい
て、ロドルフォ・ロザダ氏が証言する
中、火曜日、野党や急進派、市民団体
あわせて８０団体は火曜日、アロヨ
大統領の辞職を新たに呼びかける為に
「懸念する市民運動の会」
を結成した。
◆ 大統領府
反政府勢力に沈静化を求める
火曜日、大統領府は、反政府勢力に
対して、アロヨ大統領には２０１０年
まで統治権があると主張し、大統領
辞職の要求に関する活動を緩和する
様にと呼びかける発表を行った。
大統領府のスポークスマン代理を務め
るファハルド氏によると、
大統領府は、
国民の抗議する権利を尊重していると
いう。
◆ 証人拉致疑惑
当事者は休職中
地元テレビ局のインタビューを受けた
翌日、フィリピン国家警察、ＰＮＰの
航空警備班に所属するロドルフォ・
バレロソ氏は、ＮＢＮ契約に関する
上院の調査における重要証人を拉致し

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￥＝Ｐ０．３６６９（↑）
＄＝Ｐ４０．４６ （↓）
市中両替所￥＝Ｐ０．３８０５（↑）
＄＝Ｐ４０．８０ （↓）
※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】
たという疑惑について沈黙することを
決心した模様。火曜日、地元テレビ局
の報道番組が報じたところによると、
バレロソ氏は現在、休職中だという。
◆ マニラ市
屋外のタバコの広告を撤去
火曜日、マニラ市当局は、２００３年
タバコ規制法に基づいて、マニラ市内
にある屋外のタバコの宣伝素材を撤去
することを決定したという。リム市長
は市内にある横断幕や広告、ポスター
の撤去命令を発した。
◆ ケソン市ギャング抗争
ハイスクール学生が死亡
火曜日の午前中、ケソン市バランガ
イ・クリアットで、対立するちんぴら
同士の抗争により、ハイスクール３年
生の学生が刺し殺されるという事件が
発生したという。
警察当局が発表した。

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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◆ ロドリゲス町
ゴミ廃棄問題
リサール州ロドリゲス町の自治体が
新たな「ゴミ廃棄代金の徴収」を導入
したことを受けて、多数のゴミ運搬
トラックがゴミを捨てられず、不快な
混乱状態に陥っている。ロドリゲス町
のクエルポ町長は、町内にある１４
ヘクタールの廃棄物処分場にゴミを
投棄する代金を徴収する政策を実施し
た。マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤ
Ａによると、この政策により、マニラ
首都圏から運ばれてくる廃棄物運搬
トラック１千台分のうち１６０台もの
トラックがゴミを積んだまま帰路に
ついたという。火曜日の時点で、ロド
リゲス町までゴミを運搬したにも拘わ
らず、１０００ペソの代金が支払えな
かった為にゴミを廃棄出来なかった
トラックのスペース確保が問題に
なっているという。
◆ ＭＭＤＡ 殺人犯の
指名手配ポスター掲示を許可
息子２人を殺害した男を見つけ出そう
とする母親の努力によってマニラ首都
圏開発管理庁、ＭＭＤＡが協力に踏み
切ることになった。息子を２人も失っ
た悲しみに暮れる母親は、エドサ通り
など主要幹線道路沿いにあるＭＭＤＡ
の告知板に殺人犯の指名手配ポスター
を掲示することが許可されたという。
◆ ひき逃げ犯人 逮捕される
月曜日の夜、マニラ周辺を警戒中の
警察官は、女性２人を車ではねたまま
逃走していた轢き逃げ犯を追跡して
追い詰めた結果、逮捕したという。

＜日刊＞
◆ 市民団体
抗議集会を計画
今年のバレンタイン・デーは、アロヨ
大統領や閣僚達にとっては、バラ色の

１日にはなりそうもないという。２０
０１年当時、副大統領だったアロヨ
大統領が大統領に就任した際、協力的
だったグループが路上の抗議運動を
先導することになり、アロヨ陣営は、
その対応に奔走することになりそうだ。
◆ ＮＢＩ ロザダ氏の執務室を捜索
火曜日、国家捜査局、ＮＢＩは、タギ
グ市フォート・ボニファシオのフィリ
ピン森林公社内にある上院の重要証人、
ロザダ氏が使用していた執務室を捜索
した。
◆ 元下院議長
「退陣劇の背後に大統領一族？」
アロヨ派の議員達によって下院議長職
の席を退かされてから１週間が経過し、
デ・ベネシア下院議員は、アロヨ大統
領一族がデ・ベネシア氏自身の失脚を
企てた立役者だという疑惑について、
アロヨ大統領に説明の機会を与える
意志があると発言した。
◆ アロヨ大統領
退陣要求にも怯まず
上院の重要証人とされるロザダ氏は、
ＮＢＮ契約疑惑に再びアロヨ大統領の
夫を関連づける主張を展開すると共に、
アロヨ大統領の辞職を呼びかけている。
その最中の火曜日、アロヨ大統領は、
現政権が経済強化に集中することを
維持すると発言した。
◆ アキノ元大統領
ロザダ氏へのミサ
アキノ元大統領は、ＮＢＮ契約疑惑に
関する上院の証人となったロザダ氏の
為に、マンダルーヨン市にあるラサー
ル・グリーンヒルズ校で日曜日にミサ
を行うと発表した。
◆ ＮＢＮ契約調査以前に
拉致疑惑に焦点
上院は、ＮＢＮ契約の疑惑そのものに
焦点をあてて調査を行う以前に、ロザ

さくらグループ
☆★☆ 皆さまのお越しをお待ちしております ☆★☆

焼肉・和食 さくら
マカティ店 844-4489
マニラ店
523-6337

日本食品

居酒屋

きくふじ

パソンタモ店
トレーダース店

山 崎

893-2163

893-7319
527-9140

-2ダ氏が拉致されたという事件について、
再度、公聴会を開くという。
◆ マスコミを監視 －ＰＮＰ
地元の新聞社が入手した警察当局の
機密報告書によると、政府転覆を図る
計画に報道関係者が利用されない様に、
フィリピン国家警察、ＰＮＰは、報道
界で働く人々の動向を監視していると
いう。
◆ マニラ地区警察管轄本部
クーデター計画を警戒
マニラ地区警察管轄本部のロサレス部
長は、アロヨ政権に対する新たなクー
デター計画の動きに対する警戒を継続
していると発言した。
◆ スーカット
スーパーの倉庫で火災発生
火曜日、パラニャケ市スーカット・
ロード沿いにあるスーパー・マーケッ
トの倉庫で火災が発生した。
◆ ケソン市
交通事故で１人死亡
火曜日の午前中、ケソン市で交通事故
があり、女性１人が死亡し、死亡者の
夫が負傷した。
（ 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 》
☆ Valentine's Day
in Romanza Latina
ボサノバ音楽の Sofia による、
ロマン
ティックなコンサートです。古典的な
曲から新曲まで幅広い演目です。

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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日時：２月１４日（木）
場所：Holiday Inn Galleria Manila, 1
Asian Development Bank Ave., Ortigas
Center, Quezon City
連絡先：633-7111 ext.7416
☆ The Dawn goes Jazz
for Valentines at Greenbelt 2
フィリピンのジャズバンド The Dawn
による、バレンタインライブです。
日時：２月１４日（木）２１日（木）
午後７時３０分
場所：Greenbelt 2 AlFresco Area
Ayala Center, Makati City
連絡先：817-5015 / 817-6196
☆ Totally Spies!
ディズニーチャンネルの人気アニメ、
諜報組織 WOOHP（ウープ）に所属する
3 人の女子高校生スパイの活躍を描く
物語「Totally Spies（トータリー・
スパイズ）
」がアヤラモールにやって
きます。
日時：
２月１５日（金）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
２月１６日（土）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
２月１７日（日）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
場所：Glorietta Activity Center
連絡先：Glorietta
752-7272 / 813-3396
日時：
２月２０日（水）午後５時
２月２１日（木）午後５時
場所：Kids & Teens Zone
3/F Glorietta 3
連絡先：Glorietta
752-7272 / 813-3396

-3-

日時：
２月２２日（金）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
２月２３日（土）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
２月２４日（日）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
場所：TriNoma Activity Center
連絡先：TriNoma 901-3000
日時：
２月２９日（金）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
３月０１日（土）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
３月０２日（日）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
場所：Alabang Town Center
Activity Center
連絡先：Alabang Town Center
842-2782 / 772-1860
日時：
３月７日（金）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
３月８日（土）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
３月９日（日）午前１１時３０分・
午後３時・午後６時
場所：Market! Market!
Activity Center
連絡先：Market! Market! 886-7519
☆ Iyengar Yoga Class
イ ン ド の B.K.S. ア イ ア ン ガ ー
（B.K.S.Iyengar）
氏によって考案され
たアイアンガー・ヨガの本拠地はイン
ドのプナにあります。１９７０年代初
頭から欧米を中心に世界各地に広がっ
ています。
今回フィリピンでも開講しました。

アイアンガー・ヨガの特徴は、アライ
メント（肢体の各部分の綿密な調整）
とシークエンス（ポーズをどのような
順番で行うかにより心身に与える作用
が異なる）です。ポーズと呼吸法によ
りひとつひとつのポーズを丁寧に作り
維持してゆくことにより心身の機能に
作用（活性/沈静）します。子供からお
年寄り、妊婦、心身疾患者まであらゆ
る層の人がその人のコンディションに
合わせて出来る間口の広いヨガです。
月曜日：午後６時～午後７時３０分
水曜日：午後６時３０分～午後８時
金曜日：午後６時～午後７時３０分
料金：Ｐ２４００（８回分パッケージ）
Ｐ４００（１回のみ）
※プライベート・レッスンも
ご相談に応じます。
期間：６月９日（月）まで
（現在開催中）
場所：Iyengar Yoga Center Manila
21st Level LKG Tower
6801 Ayala Ave., Makati City
連絡先：753-4495 / 0917-5359711
☆ Simbuyo II:
University Theaterfest
大学に拠点を置く劇場グループ
University Theaterfest による舞台
Simbuyo II です。
The Harlequin Theater
Guild of De La Salle University
Teatro Tomasino of
University of Sto. Tomas
CEU Dramatic Guild of
Centro Escolar University
Molave Theatre Guild of Polytechnic
University of the Philippines

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
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期間：２月１３日（水）～１７日（日）
場所：
Cultural Center of the Philippines
CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City
連 絡 先 ： CCP Performing Arts
Department 832-1125 loc.1600/1607

《 明日です 》
● David Pomeranz Valentine Concert
８５年の東京音楽祭参加のために書か
れた幻の名曲「涙のくちづけ」は
フィリピンでも大ヒット。
懐かしくて、
そして甘酸っぱい極上のバラード歌手
といわれる David Pomeranz のバレン
タイン・コンサートです。
日時：２月１４日（木）午後８時
場所：PICC Plenary Hall
チケット：
オーケストラ中央（指定席）P2500
オーケストラ両側（指定席）P1800
１階中央（指定席）
P2000
１階両側（指定席）
P1500
２階中央（指定席）
P1800
２階両側（指定席）
P1000
バルコニー（指定席）
P 800
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.davidpomeranz.com/
● Lucid Love
１９８３年ニューヨーク生まれの若手
女性バイオリン奏者 Lucia Micarelli
のステージです。クラシカル・クロス
オーヴァーの貴公子 Josh Groban の
最新アルバムにも参加しています。
日時：２月１４日（木）午後９時
場所：Embassy, Unit D
The Fort Entertainment Center
Bonifacio Global City, Taguig
連絡先：Denise Roco
893-2543 / 0920-9051346
E-mail: deniseroco@rpa.com.ph

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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-4か。
お一人様２０００ペソとなります。

● Love... What Matters Most
フィリピンの人気タレントによる愛が
溢れるバレンタイン・コンサートです。
出演：John Lesaca, Tots Tolentino
Noelle Cassandra
日時：２月１４日（木）
午後７時・午後９時
場所：PICC Reception Hall
チケット：
ディナー・ショー（指定席）P3990
ショーのみ（自由席）
P1575
連絡先：TicketNet 911-5555
● Connie Francis...
The Greatest Hits Show
オールディーズ女性シンガー、ガー
ル ・ ポ ッ プ ス 系 の 代 表 格 Connie
Francis のコンサートです。当時日本
でも大人気だった「V・A・C・A・T・I・
O・N」「可愛いベイビー」「ボーイ・
ハント」など懐かしいヒット曲のメド
レーです。
日時：２月１４日（木）午後８時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cuabo
Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）P5250
パトロン（指定席）
P3675
下段ボックス（指定席） P2888
上段ボックスＡ（指定席）P1838
上段ボックスＢ（自由席）P1050
一般自由席
P 525
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.conniefrancis.com
● Splendours of Love
at The Heritage Hotel Manila
ヘリテージホテル１０階のルーフテラ
スで、ロマンティックなバレンタイ
ン・ディナービュッフェはいかかです

また、宿泊予定のお客様にはロマンテ
ィック・ウィークエンド・プロモを
お勧めします。
詳細はお問い合わせください。
日時：２月１４日（木）
場所：Heritage Hotel Manila
Roxas Blvd. cor. EDSA
Pasay City
連絡先：854-8888
E-mail:foodbev@heritagehotelmanila.com
E-mail:
reservationsmanager@heritagehotelmanila.com

● Blissfully Sweet
「甘い幸せなビュッフェディナー」
女性のお客様には薔薇の花、
バレンタインギフトを差し上げます。
日時：２月１４日（木）
場所：Paseo Uno
Mandarin Oriental Hotel
Makati Ave. cor.
Paseo de Roxas Sts.
Makati City
連絡先：Paseo Uno
750-8888 ext.2411/2412
● Cupid and Romantic Rendezvous
バレンタイン特別セットメニューです。
Cupid's Set Menu P1, 388+++
（お一人様）
Romantic Rendezvous Set Menu
P1, 688 +++（お一人様）
日時：２月１４日（木）
場所：Tin Hau
Mandarin Oriental Hotel, Makati Ave.
cor. Paseo de Roxas Sts., Makati City
連絡先：Tin Hau
750-8888 ext.2422/2424

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
th
住 所： 20 Floor Strata 2000 Building, Ortigas Jr. Road
Pasig City, Metro Manila, Philippines
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《 明日は最終日 》
● Love Memoirs
ラブリーな歌姫 Joey Albert を中心
にフィリピンのベテランバラード歌手
Ding Mercado, Louie Reyes, Eugene
Villaluz によるロマンティックな
コンサートです。
日時：２月１４日（木）午後９時
場所：The Captain's Bar
Mandarin Oriental Hotel
Makati Ave., Makati City
チケット：P3500 P2500
連絡先：Captain's Bar
750-8888 ext.2446
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【 明日は何の日？ 】
■ 聖バレンタインが殉教する
（２６９）
２６９年２月１４日、兵士の自由結婚
禁止政策に反対したウァレンティヌス
司祭がローマ皇帝クラウディウス・
ゴティクスの迫害を受けて処刑されま
した。バレンタインデーの起源とされ
ています。

広大なダイニングは、毎日有名なプロ
のダンサーによるショータイムがあり
ます。ニューマネージメント、日本人
スタッフ常駐で安心、
安全、
明朗会計。
グループで楽しめるＶＩＰルーム８室
（３名様～２０名様）ダイニング共に
サイバーダムＧ-５０完備、毎月更新、
最新曲を歌い放題です。
アダルトでゴージャスな店内で
クラスＡのフィリピーナ総勢８０名が
貴方との素敵な出会いをお待ち致して
おります。
場所：New Sachi, 806 A. Arnaiz Ave.
San Lorenzo Vill., Makati City
連絡先：893-1419

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！
<忍者は本当に
竹筒だけで水にもぐれたか？>

例えば２ｍ潜れば、
肺には１.２気圧の
水圧がかかります。竹筒を通して空気
を吸い込むためには、その水圧をはね
のけて、肺をふくらませる必要があり
ます。その水圧の中で連続して肺を動
かし続けられるほど、強靭な肺を持つ
人間は存在しません。

スペシャルゲスト：Ms. Sheryn Regis

● 新装開店
ショークラブ ＮＥＷ ＳＡＣＨＩ
新装開店プロモ実施中です。
２月１４日（木）まで、何時に入店し
てもダイニング・９０分セット料金・
飲み放題で、５００ペソです。

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。

昔からドラマや映画などではお馴染み
のシーンですが、これは現実には不可
能な技です。第一に人間の体は浮いて
しまいます。だから水中にジッと沈ん
でいること自体が至難の業です。さら
に水中では全身水圧がかかってきます。

● Jose Mari Chan:
A Heart`s Journey!
バレンタインにふさわしいフィリピン
を代表するバラードシンガーJose
Mari Chan の魅惑的なコンサートです。

日時：２月１４日（木）
場所：Music Museum
Greenhills Shopping Complex
2nd Level, Theatre Mall
Ortigas Ave., Greenhills
San Juan
チケット：P3399 P2266 P1133
連絡先：TicketWorld 891-9999

-5-

また、そんな圧力をはねのけて肺を
動かせば、
鼻から水が入ってくるのは、
当然の話です。
ローマ皇帝クラウディウス２世は戦士
の士気の低下をおそれて兵士たちの
結婚を禁止しました。ワレンティヌス
はこの禁令に背いて恋人たちの結婚式
を執り行ったために捉えられ処刑され
ました。彼は、結婚したばかりのカッ
プルに自分の庭から摘んできたばかり
の花を贈りました。監獄に居たとき、
看守の召使の娘は目が見えなかったの
ですが、監獄の彼を訪れては説教を
聞いていました。
あるとき娘の目が 見えるようになり
ました。この奇跡を信じた彼女の家族
がキリスト教に転向したため、皇帝は
怒って彼を処刑しました。処刑の前日
に彼がこの娘に宛てた手紙には
「あなたのヴァレンタインより」と
署名されていました。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 読めるだけで尊敬もの？法律②
ここでは、法律に関する言葉を集めま
した。日常の生活には密接に関係して
いないので、あまり馴染みはありませ
んが、知っていて絶対に損はしないは
ずです。今日ご紹介するのは・・・
懲役（ちょうえき）
刑務所に拘留し、刑務作業（労役）を
させる刑です。
無期と有期があり、有期は１ヶ月以上
１５年以内と決められています。

【 明日の誕生花 】
■ ２月１４日の誕生花

【 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。

シネラリア（富貴菊）
Senecio × hybridus
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取り上げて用いるべきところ。
格別に良いところ。
特に役立つところ。
用例：飲んだくれるだけで
なんの取り得もない宿六。
類語：得手 長所

花言葉 常に快活
カナリア諸島生まれの花です。
別名サイネリア。
「常に快活」という
花言葉のとおり、沈んだ気持ちを引き
立ててくれる明るさがあります。
科名
キク科
原産地
大西洋のカナリア諸島
栽培方法
実生で増やします。
タネまきは９月で開花期は冬～春。
夏涼しく、冬暖かな管理が必要で、
栽培は難しい方です。花の咲いた鉢物
は、よく日光に当てて水分を切らさな
いようにし、１０℃前後以上に保てば
１ヶ月ぐらい楽しめます。

【 知ってなるほど 】
■ 「ゴマの蠅（はえ）
」は
「護摩（ごま）の灰」から！？
不動明王は降魔（ごうま）の剣をもつ
ところから初不動の日にはたくさんの
護摩札（ごまふだ）が焚かれます。
その護摩札に関連して「ゴマの蠅」と
いう言葉あります。その語源には二説
あります。

２月１４日生まれのあなたは・・・
まじめでおとなしい性格、ハメをはず
すということがありません。そのため
「おもしろみのない人」とかげで言わ
れることもあります。もっと本音をだ
して行動することが必要です。

「胡麻の灰」
「護摩の灰」の二通りが
あって、どちらも旅人をよそおって
旅人から金品を掠め取るの意で同じ
です。前者は黒い胡麻の上に乗った
蠅のように、旅人と盗賊の区別がつけ
にくいということで、後者は護摩札を
つくるときに焼く乳木（にゅうぼく）
の灰を、
弘法大師の護摩の灰と称して、
「高野聖（こうやひじり）
」が押し売り
したところからでた言葉です。聖とは
行商人をよそおった悪僧でした。

【 ことわざを学ぼう 】

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

■ 取り敢えず（とりあえず）
（慣用句）
① 猶予なく。直ぐに。直ちに。
用例：
取るものも取り敢えず駆け付ける。
② 色々しなければならないことを
差し置いて、まず第一に。
先ず最初に。差し当たって。
用例：取り敢えずお知らせまで。
参考：取るべきものも取らずに、
の意味からです。
■ 取り柄（とりえ）
（慣用句）

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
久しぶりに昼寝をしてしまいました♪瞼
が鉛の様におもたぁ～くなって・・・仕事
がすすみませんでした。そこで家から持
ってきた枕で爆睡。目が覚めたら昼休
みが過ぎていて・・・・おなかが空い
た・・・・・ガーリーに熱々のトロンを買っ
てきてもらって２本も食べてしまっ
た・・・・・反省・反省・・・・（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

-6★ 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
★ 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
★ 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

