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＜夕刊＞ 

◆ アロヨ大統領   

暗殺計画の露見でバギオ訪問を中止 

アロヨ大統領が今週末のバギオ市訪問

を取り止めた理由は、テロ組織、ジェ

マア・イスラミアによる暗殺予告を 

受けたからだという。木曜日、大統領

府警備班のプレストザ准将が明らかに

した。 

 

◆ 空港出迎えの人物   

大統領府警備班の隊員 

ＺＴＥ社との契約疑惑に関する証人、

ロザダ氏が２月５日に香港から到着し

た際、同氏を出迎えた人物の中に、  

大統領府警備班の隊員が含まれていた

という。ニノイ・アキノ国際空港の  

記録帳によって明らかにされた。 

 

◆ 大統領府警備班  

ロザダ氏拉致容疑を否認 

木曜日、大統領府警備班は、ＺＴＥ社

との契約に関する疑惑における証人と

なったロドルフォ・ロザダ氏が２月 

５日に香港から帰国した際に拉致され

たという事件には関与していないと 

強く否定している。 

 

◆ ＮＢＩ ロザダ氏の調査を認める 

木曜日、国家捜査局、ＮＢＩはフィリ

ピン森林公社の元高官で、現在、上院

の証人となったロドルフォ・ロザダ氏

がアロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・

アロヨ氏とアバロス元選管委員長に 

よる水増し契約と汚職関与について 

証言したことにより、ロザダ氏の身辺

を捜査していると発表した。 

 

◆ 商工会議所   

ＭＢＣの大統領退陣要求に賛同せず 

木曜日、フィリピン商工会議所は、  

影響力のあるマカティ・ビジネス・  

クラブが、アロヨ大統領、並びに全国

ブロードバンド・ネットワーク・プロ

ジェクト契約で疑惑が生じている政府

関係者の退陣を要求する呼びかけに 

ついて却下を決定した。 

 

◆ 窃盗犯７名を逮捕 

月曜日の未明、カロオカン市の公立 

学校に押し入った泥棒７人が警察当局

によって逮捕された。 

 

◆ 密輸バイク６４台を摘発  

２５０万ペソ相当 

税関局は、マニラ湾で積荷に６４台の

オートバイが密輸されたことが発覚し、

密輸品を没収したという。 

 

◆ 陸運局長   

老朽化した車両を監視 

陸運局のスアンシン新局長は、老朽化

し、汚れている車両が国内の主要幹線

道路を走行することの無い様に、監視

していると発表した。 

 

◆ 困難な消火作業   

消火栓の不足が原因 

先日、パラニャケ市スーカット道路 

沿いにあるスーパーの倉庫で火災が 

発生した際、消火栓が無かったこと 

から、消防士達による消火作業に時間

を要したという。消防士達によると、

水不足が原因で、鎮火するまでに５時

間も費やしたという。 

 

◆ ケソン市交通事故  夫婦が死亡 

木曜日の午前中、ケソン市タンダン・

ソラ・ビレッジで、路線バスが日産  

セントラに追突するという事故が発生
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６６２（↑）

     ＄＝Ｐ４０．６９ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．３７８５（↑）

     ＄＝Ｐ４０．８０ （→）

※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/
http://www.nagomirestaurant.com/
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し、乗用車に乗っていた夫婦が死亡 

した。警察当局の発表によると、死亡

したのは、ケソン市サン・アントニオ・

ビレッジに居住するケビン・アラマグ

さん４０歳と妻のアベリヤ・アラマグ

さん４６歳だという。 

 

＜日刊＞ 

 

◆ 国軍首都圏司令本部   

全面警戒態勢 

水曜日、フィリピン国軍はマニラ首都

圏において週末、アロヨ大統領に退陣

を要求する路上抗議運動が計画されて

いることを受けて全面警戒態勢を布い

た。 

 

◆ アロヨ大統領  

バギオ市訪問を中止 

水曜日、アロヨ大統領は、政治運動家

達が金曜日にマカティ市で大規模な 

抗議集会を予定していると発言したこ

とにより、バギオ市訪問の日程を中止

したと発表した。 

 

◆「誰も法律を支配できない」 

－副大統領 

水曜日、デ・カストロ副大統領は全国

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直接的な

関与が判明した場合、アロヨ大統領を

含む政府の高官達も告訴されるべきで

あると発言した。 

 

◆ バタンガス州の町長  暗殺事件 

水曜日の午前中、バタンガス州の町長

が身元不明の男達に襲われたという。

同町長は病院に運び込まれたが死亡し

たという。この襲撃事件では他に３人

が負傷している。 

 

◆ 学生達  抗議集会を開始 

水曜日、フィリピンの大学生達は政府

の汚職に抗議する為に、蝋燭を燈し、

路上抗議運動を開始したという。 

◆ ＮＢＩ ロザダ氏の書類押収 

国家捜査局、ＮＢＩは火曜日、ＮＢＮ

契約疑惑の証人となったロドルフォ・

ロザダ氏の証言した不正に関する捜査

活動の一環として、ロザダ氏が嘗て 

代表者として勤務していたタギグ市に

あるフィリピン森林公社から書類を  

押収したという。 

 

◆ ラカス党首 終候補者は 

エルミタ氏とピチャイ氏 

与党ラカス・クリスチャン・ムスリム

民主党の党員によると、デ・ベネシア

元下院議長が務めていた党首職の後任

候補として２人の党員が選出されたと

いう。候補者の２人は、エルミタ官房

長官と南スリガオ州選出の下院議員を

務めた経験のあるピチャイ氏だという。 

 

◆ 元下院議長   

ネリ氏に証言を呼びかける 

デ・ベネシア元下院議長は水曜日、  

基調演説の中で、高等教育委員会の 

ネリ委員長に対して、上院の公聴会で

ＮＢＮ契約の不正に関する真実を明ら

かにする様にと呼びかけた。 

 

◆ 副大統領の失言 

水曜日、デ・カストロ副大統領は、  

自身の護衛隊員に対して、タブロイド

紙の記者、ジェフリー・ティアンコ氏

を「殺害する様に」と言ったことに  

ついて、ただの冗談であると説明した。 

 

◆ ＰＮＰ長官  

マスコミ監視説を否定 

フィリピン国家警察、ＰＮＰの長官は

水曜日、クーデター計画を企てている

グループによって利用されない様に、

報道関係者を監視しているという事実

を否定する発表を行った。 

 

 

（ 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 》 
 

☆ Julia Fordham:  

The Jewel of Pop Jazz 

イギリスはポーツマス生まれ、６歳 

からギター演奏を始め１４歳でクラブ

出演をはたし、現在ポップジャズの 

宝石の異名をとる JULIA FORDHAM  

（ジュリア・フォーダム）の 

コンサートです。 

 

日時：２月１５日（金）午後８時 

場所：Greenbelt 3 Park, Ayala Center, 

Makati City 

連絡先：757-4853 

 

☆ Rico J. Puno Sings at Casablanca 

フィリピンのポップ歌手のパイオニア 

Rico J. Puno のコンサートです。 

ステージ上でのコメディ、ジョークに

も人気があります。 

 

日時：２月１６日（土） 

午後７時 カクテルスタート 

午後８時 ショータイム 

場所：Casablanca Casino 

Hotel Stotsenberg, Clark 

Pampanga 

チケット：P1050 

（カクテル付、全席自由） 

連絡先：TickeNet 911-5555 

 

☆ PBA Smart Phil. Cup  

2007-08 - Semi Finals 

１９７５年に発足されたアジア 古の

プロバスケットボールリーグ‘PBA’の 

PBA Smart Phil. Cup 2007-08セミ 

ファイナルです。 

 

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

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   居酒屋   きくふじ 
マカティ店 844-4489      パソンタモ店    893-7319 
マニラ店   523-6337      トレーダース店   527-9140 

 

日本食品 山  崎   893-2163

mailto:clubnews@philjpn.com
mailto:clubnews@philjpn.com
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Alaska Aces vs Red Bull Barako 

Purefoods TJ Giants vs Sta. Lucia 

Realtors  

 

日時：２月１５日（金） 

午後４時５０分・午後７時２０分 

場所：Araneta Coliseum, Araneta 

Center, Cubao, Quezon City 

チケット： 

コートサイド               P650 

パトロンＡ                P450  

パトロンＢ／下段ボックスＡ P400  

下段ボックスＢ            P350  

パトロンＣ／下段ボックスＣ P300  

上段ボックスＡ            P 90  

上段ボックスＢ            P 25  

一般席             P 18   

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

☆ Payday Bazaar 

マニラの金融街マカティのビジネス 

エリアで開催されるバザーです。特に

働く女性をターゲットとした、ファッ

ションアイテム、化粧品、スパ関連の

デモストレーションも行われます。 

 

日時： 

２月１５日（金）    午前９時 

２月２７日（水）２８日（木） 

２９日（金）    午前９時 

３月１２日（水）１３日（木） 

午前９時 

場所：Food Odyssey, 11th Level 

LKG Tower, Ayala Ave. 

Makati City 

連絡先：Bernadette Rinon  

344-3138 / 0915-7933304 

 

☆ EJ: Ang Pinagdaanang Buhay  

nina Avelio Javier at Edgar Jopson 

 

Tanghalang Pilipino Actors Company 

による舞台。マルコス政権の荒れ狂う

時期に非業の死を遂げた２人の若者と

フィリピン社会をロックミュージカル

で描きます。 

 

原作：パランカアワード殿堂入りを 

はたした Ed Maranan 

音楽：The Dawn 

 

日時： 

２月１５日（金）午後８時 

２月１６日（土）午後３時・午後８時 

２月１７日（日）午後３時・午後８時 

２月２２日（金）午後８時 

２月２３日（土）午後３時・午後８時 

２月２４日（日）午後３時・午後８時 

２月２９日（金）午後８時 

３月０１日（土）午後３時・午後８時 

３月０２日（日）午後３時・午後８時 

３月０７日（金）午後８時 

３月０８日（土）午後３時・午後８時 

３月０９日（日）午後３時・午後８時 

場所： 

Cultural Center of the Philippines 

CCP Complex, Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：P600 P300  

連絡先：Tanghalang Pilipino 832-3661  

 CCP Box Office 832-3704 

 TicketWorld 891-9999 

 

 

《 明日です 》 
 

● One Purrrr...fect Kitty Night 

セクシーな女性タレントによる歌と 

踊りのステージです。 

 

出演：Kitty Girls, Derek Ramsey 

Chris Cayzer, Pokwang 

 Showboys  

 

日時：２月１５日（金）午後８時 

場所：Metro Bar, 47 West Ave. 

Quezon City 

チケット：P700（全席自由） 

連絡先：TicketNet 911-5555  

http://www.metrobar.com.ph/

 

● From Rex with Love 

元ハードロックバンドREXのボーカル、

その後俳優に転身、甘いバラード曲 

「初恋のときめき」でミリオンセラー 

のヒット曲を飛ばしたRex Smithの 

コンサートです。 

日時：２月１５日（金）午後９時 

場所：Aliw Theater, Star City 

CCP Complex, Roxas Blvd. 

Pasay City 

チケット： 

ＶＩＰ中央（指定席Ａ-Ｌ）      P2625  

ＶＩＰ中央（指定席Ｍ-Ｔ）      P2100  

ＶＩＰ両側（指定席Ａ-Ｌ）      P2100  

パトロン中央（指定席Ｕ-ＢＢ）  P1575  

ＶＩＰ両側（指定席Ｍ-Ｔ）      P1575  

パトロン中央（指定席ＣＣ-ＤＤ）P1050  

パトロン両側（指定席Ｕ-ＤＤ）  P1050  

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.rexsmith.com

 

● 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

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 

http://www.metrobar.com.ph/
http://www.rexsmith.com/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
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● Ballet Manila 

Lisa Macuja-Elizalde 率いる Ballet 

Manila による、次の演目は、バレエの

古典「海賊“Le Corsaire” 

（The Pirate）」です。 

場面や衣装が色々と変わり、 

踊りの振りもバラエティに富んでいる

演目です。 

 

期間：２月１５日（金）～２４日（日） 

場所：Star Theater, Star City, CCP 

Complex,  

Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：P600～P400 

連絡先：Ballet Manila 400-0292 / 

404-3086 

E-mail:info@balletmanila.ph

 

 

《 明日は最終日 》 
 

● Mi Amore and Paramour 

バレンタインを祝うカップルのために

７コースディナーをＰ３５００で 

ご用意いたします。 

女性の方にはもれなく赤い 

 

薔薇の花、Moet et Chandon のグラス

シャンパンをプレゼントします。 

 

期間：２月１５日（金）まで 

場所：The Tivoli Grill 

Mandarin Oriental Hotel 

Makati Ave. cor.  

Paseo de Roxas St.,  

Makati City 

連絡先：The Tivoli  

750-8888 ext.2431/2433 

 

● 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/

 

● 第９回マニラ日本人会盆踊り大会 

第９回目を迎える「マニラ日本人会  

盆踊り大会」が開催されます。 

 

つきましては 

出場チームを募集しています。 

①チーム名 

②所属・団体 

③代表者名と連絡先 

④メンバー氏名 

を、２月１５日（金）までに 

お申し込みください。 

 

並びに、エキジビション、太鼓演奏者、

模擬店も募集中です。 

 

日時：３月１日（土）午後５時から 

場所：タギグ市マニラ日本人学校 

（ＭＪＳ）校庭 

連絡先：マニラ日本人会事務局 

810-7909 / Fax 892-2624 

 

 

 

《 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？ 】 
 

■ 江戸歌舞伎が始まる（１６２４） 

寛永元年２月１５日（１６２４年４月

２日）、山城から江戸へ出た猿若勘三郎

（初代中村勘三郎）が京橋に猿若座 

（後の中村座）を開設、江戸歌舞伎が

始まりました。歌舞伎は日本独特の 

演劇で伝統芸能の一つ、重要無形文化

財で、無形文化遺産保護条約に基づく

「人類の無形文化遺産の代表的な一覧

表」に掲載されており、２００９年９

月に予定される初の登録での世界無形

遺産への登録が事実上確定しています。 

 
歌舞伎の発祥は、１６０３年に北野天

満宮興行を行い京都で評判となった出

雲阿国（いずものおくに）とされてい

ます。阿国は出雲大社の巫女とも河原

者ともいわれています。その時代の流

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 

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/

http://www.networldhotel.com/
mailto:info@friendshipmanila.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
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行歌に合わせて踊りを披露し、また男

装して当時のカブキ者のふるまいを取

り入れ、当時 先端の演芸を生み出し

ました。この頃は能舞台などで行われ

ており、歌舞伎座の花道はここから 

来ていると考えられています。 

 
 

【 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。 

 

 

【 いまさら人に聞けない疑問 】 
 

<なぜ、昔の大家は 

店子にうるさくいった？> 

 

落語の世界では、大家が店子（たなこ）

に向かって口うるさく言います。事実、

江戸時代には大家と長屋に住む店子の

関係は、きわめて密接でした。なにし

ろ、店子は大家を通さないと何も出来

ませんでした。嫁をもらうにも大家の

許諾が必要で、旅に出るにも大家の力

を借りないと通行手形が手に入りませ

んでした。また、大家は何かにつけて

店子の生活について口を挟みました。

教育、夫婦仲、普段の生活態度にまで

口やかましく注意したのです。言葉ど

おり、店子といえばわが子も同然だっ

たのです。 

 

その背景には「連座制」がありました。

万が一、長屋から罪人が出たとします。

すると、当時は連座制が適用され、  

処罰の対象が家族にまで及び、大家も

何らかの処罰が下されたのです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

■ 読めるだけで尊敬もの？法律③ 

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・・・ 

 

禁錮（きんこ） 

「禁固」とも書きます。刑務所に拘置

する刑ですが、「懲役」とは違い、刑務

作業を課されることはありません。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ ２月１５日の誕生花 

 

雛菊（ひなぎく、デージー） 

Bellis perennis 

 
花言葉 乙女の無邪気、無意識 

  

かつてデイズ・アイ（太陽の目）と 

呼ばれていたところから、デージーと

いう英名がつきました。 

花の芯を太陽に、花弁を光線に見立て

た名前です。 

 

科名   キク科 

原産地  ヨーロッパ、地中海沿岸 

栽培方法  

実生で増やします。 

タネまきは８～９月で 

開花期は３～５月です。 

草丈は１５㎝ぐらいで、 

日当たりがよく、保水性のある粘質 

土壌を好み、酸性土壌を嫌います。 

 

２月１５日生まれのあなたは・・・ 

胸の奥底につらい体験をしまいこんで

いる人が多いようです。明るく振舞っ

ても、どことなく寂しげに見えるのは 

そのせいです。ひとりでこれまで耐え

てきた気概の持ち主なのですから、 

これからはもっと自信を持って自分を 

評価してください。 

 

【 ことわざを学ぼう 】  
 

■ 取り越し苦労（とりこしくろう） 

（慣用句） 

 

先のことをあれこれ考えて無駄な心配

をすることです。 

 

用例：彼はいつも取り越し苦労をして 

神経性胃炎になる。 

 

類語：杞憂 

 

■ 取り付く島もない 

（とりつくしまもない）（慣用句） 

 

①相手がつっけんどんで話を進める 

きっかけが見付からないことを  

いいます。 

 

用例：借金を頼んだが、 

けんもほろろで取り付く島もない。 

 

“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 

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 

mailto:clubnews@philjpn.com
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類語：突っ慳貪 

 

②頼りにして 

取り縋（すが）るところがない、 

 

頼るべきところがなくて 

どうしようもないことです。 

 

参考：「島」は、 

頼りや助けとなるものごとの

喩えです。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 包丁とは 

丁さんがさばく牛刀のことから！？ 

 

「包丁（ほうちょう）」というのは中国

から来た言葉で、包（庖）というのは

料理人、料理することの意味です。 

丁（ちょう）とは名前で、丁さんがさ

ばく牛刀の鮮やかなところからきてい

ます。 

 

『荘子』によると、梁の時代、恵王は

噂を聞いて料理自慢の丁さんを招き、

その見事な腕を披露させることにしま 

した。すると丁さんは牛刀を牛に刺し

込んだかと思うと、みるみるうちに骨

と肉をばらばらにし、骨には一片の肉 

もついていないという鮮やかなもので

した。このとき使われた牛刀が包丁と

いわれるようになりました。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 

今日は、バレンタインデー・・･日本では 

お菓子屋さんの販売戦略に踊らされた

女性がチョコレートを買って男性にプレ

ゼントすることに盛り上がっていますね。

フィリピンでは断然、男性が頑張るので

す。そして家族でも友人でもＬＯＶＥを大

切にして集います。以前のような爆弾テ

ロ攻撃の様な大きな事件が無いことを

祈ります。(Sugar） 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 
 

【 緊急サービス情報】 
 
★ 警察 
 
メトロマニラ   166 
マカティ            168 
マカティ警察署  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 
 

 
★ 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 

 
★ 外務省海外安全ホームページ：

http://www.mofa.go.jp/pubanze
n/

 
 
★ 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

 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

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_080214.pdf 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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