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＜夕刊＞ 

 

◆ 上院  ＮＢＮ調査結果の共有 

月曜日、上院は、３億２９４８万ドル

の全国ブロードバンド・ネットワー

ク・プロジェクトのＺＴＥ社との契約

疑惑に関する調査結果を行政監察院や

法務省と共有することに依存が無いと

いう見解を明らかにした。 

 

◆ 行政監察院   

公明正大な調査を約束 

月曜日、行政監察院の高官は、中国  

ＺＴＥ社との３億２９００万ドル規模

のＮＢＮ契約に関する平行的な調査が

公明正大であることを保証すると発言

した。 

 

◆ ロザダ氏拉致疑惑の警察官  

公聴会を欠席 

ＺＴＥ社と締結され、結果的に破棄に

至ったＮＢＮ契約の疑惑問題の証人と

なったロザダ氏が拉致されたとする 

事件に関与した容疑の警察官や関係者

達は、月曜日に行われた本件に関する

上院の公聴会に出廷しなかった。 

◆ ロザダ氏 現金入り茶封筒を提示 

３億２９４８万ドル規模のＺＴＥ社と

のＮＢＮ契約疑惑に関する上院の調査

が月曜日に再開された。証人のロザダ

氏は、大統領府高官から手渡された 

ものだとする現金入りの封印されて 

いる茶封筒を提示した。ロザダ氏の弟

を通じて大統領府のガイテ官房長官 

代理から渡された封筒に入っている 

現金を返上する為だけに、ロザダ氏は

上院に来たのだと発言した。 

 

◆ 廃棄場への道路   

住民が封鎖する 

リサール州ロドリゲス町の住民数百人

は、マニラ首都圏からゴミを捨てる 

為にやって来るゴミの回収用トラック

の進入を防ぐ為に、モンタルバン廃棄

物処分場へつながる道路を封鎖する 

運動を継続して行っているという。 

 

◆ サウジアラビアのＯＦＷ   

同胞殺害で逮捕される 

サウジアラビア在住の海外フィリピン

人就労者、ＯＦＷは、２月１３日に同

じＯＦＷの同僚を殺害した容疑で逮捕

されたという。 

 

◆ デ・ベネシア氏  

前大統領とラモス元大統領の仲裁？ 

日曜日、デ・ベネシア前下院議長は、

２００１年１月２０日にエストラーダ

前大統領が大統領府を追われて以来

「不仲」となっている前大統領とラモ

ス元大統領との仲を取り持つことを 

公約した。 

 

◆ 東サマール州  洪水で１人死亡 

東サマール州の豪雨による洪水で子供

１人が死亡したという。月曜日、エバ

ルドネ州知事が発表した。エバルドネ

州知事はラジオ放送局のインタビュー

に応え、同州内で激しい雨が降り続い

ていることから洪水や地滑りの恐れが

生じ、より安全な場所へと避難した 

住民もいると説明した。 

 

◆ エネルギー省   

石油貯蔵所移転命令を支持 

高裁判所は、国内３大大手の石油会

社に対して５年以内にマニラにあるパ

ンダカン石油貯蔵所から撤退する様に

という命令を下した。のエネルギー省

は、 高裁判所の判決を支持すると表

明した。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３６２２（↑）

     ＄＝Ｐ４０．４１ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．３７７０（↓）

     ＄＝Ｐ４０．６５ （↑）

※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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◆ マカティ市警察官   

傲慢タクシーの取締り開始 

マカティ市当局は、傲慢なタクシー 

運転手への監視を強化しているという。

マカティ市警察署の警察官達は「選り

好みドライバー」の取り締り活動を 

開始した。この取り締まり強化により、

乗車拒否や水増し請求、また固定価格

の提示といった違反行為を行っていた

１９人のタクシー運転手が逮捕された

という。 

 

 

＜日刊＞ 

 

◆ ロザダ氏 

「自身の魂を救いたかった」 

「私は、自分自身の魂を救おうとして

いた。それがフィリピン国家の魂を 

救うことになるとは思ってもいなかっ

た」上院証人のロザダ氏は、この様に

発言した。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

行われた礼拝の際、渦中のロザダ氏へ

の支持表明の為に、様々な分野から 

集まった４千人以上の人々を前にして、

ロザダ氏は、この様に述べた。 

 

◆ ロザダ氏の妻子   

ミサに姿を見せる 

日曜日、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 

疑惑を調査する上院にロザダ氏が出廷

して以来初めて、ロザダ氏の妻子が 

ロザダ氏への支持表明の為に、公衆の

面前に姿を見せた。 

 

◆ ロザダ氏の保護募金   

２３万ペソを超過 

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 

関する証人、ロザダ氏の保護に費やさ

れる資金の募金額は、開始から１週間

足らずの間で２３万６２５３.７５ペ

ソも集まったという。この募金の多く

は日曜日にマンダルーヨン市で行われ

た「真実の為のミサ」に出席した支援

者から寄付されたものだという 

 

◆ 前大統領  

汚職撲滅グループに参加か？ 

土曜日、エストラーダ前大統領は、  

２００１年に自身を退陣に追い込む際

に共謀した財界や市民団体、その他の

グループが「過ちに気づいた」と発言

した。 

 

◆ 元閣僚  現職閣僚の辞任要求 

日曜日、閣僚経験者達は、政府の不正

処理を認識していた現職の閣僚に対し

て、アロヨ大統領は既に「取り乱して

いる」として、辞任または政府の過失

を明かす様にと呼びかけた。閣僚経験

者達は、ＺＴＥ社との契約をめぐる 

混乱により大統領辞任の要求が高まっ

ていることで悩まされているアロヨ 

大統領に対し、過去 大の感情表現と

も思われるマニフェストを公開した。 

 

◆ 地方自治体首長   

アロヨ大統領支持集会 

全国の地方自治体首長達は週末、辞職

要求が高まっているアロヨ大統領に 

対する全面的な支持を表明する為に 

マニラ首都圏に集結した。パンパンガ

州の首長団を率いたカナダバ町のペラ

ヨ町長は、地元の英字新聞社に対して、

参加者達が各地元で現政権を支持する

集会を開催すると発表した。週末、  

ペラヨ町長は、他の地方自治体首長ら

と共に、ケソン市にあるホテルで行わ

れた記者会見に姿を見せた。 

 

◆ 国軍  警戒緩めず 

金曜日に行われた抗議集会は比較的に

言えば秩序正しく、平和的だったと 

当局によって宣言されたにも拘わらず、

フィリピン国軍としては依然、警戒を

緩めないという。国軍のエスペロン 

参謀総長が発表した。 

 

◆ マカティ市  税収８８億ペソに 

日曜日、マカティ市は、２００７年に

８８億ペソ以上の税収があったとして、

２００８年度の主要プロジェクトに 

関する予算配分を増やすことが出来る

と発表した。 

 

◆ 脱獄囚  一部が自首 

セブ州警察本部の管轄地区にある刑務

所のひとつから脱獄した８人の服役囚

の内３人は、家族との短時間の面会の

後に、当局に出頭した。 

 

◆ ラ・ウニオン州   

教師親子射殺事件 

ラ・ウニオン州バクノタン町で、教師

と１歳の息子が自宅前で何者かによっ

て撃ち殺されたという。日曜日、ラジ

オ放送局が報じた。 

 

 

 

（ 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 》 
 

☆ Strings... An Acoustic Night  

with Aiza Seguerra 

アコースティック・ギターの演奏で 

魅了するAiza Seguerra のライブです。 

 

ゲスト：Jerome Sala  

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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日時：２月２１日（木）午後９時 

場所： Metro Bar, 47 West Ave. 

 Quezon City 

チケット：P350 

連絡先：TicketNet 911-5555 

http://www.metrobar.com.ph

 

☆ PBA Smart Phil. Cup   

2007-08 - 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 ファイ

ナルです。 

 

Purefoods TJ Giants  

vs  

Sta. Lucia Realtors 

 

日時：２月２０日（水）午後７時 

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 

http://www.pba.com.ph

 

☆ Babang Luksa 

主に雑誌のカメラマンとして活躍中の 

Marlon Despues の写真作品展示会で

す。 

 

期間：２月２９日（金）まで 

午前９時～午後６時 

場所：222 Wilson St., Greenhills 

San Juan 

連絡先：Ana Cornelia / Maya Ladyong  

409-4122  

E-mail:mylittleartplace@gmail.com

 

☆ Homecoming of the 22nd  

Asian International Art Exhibtion 

第 ２ ２ 回 を 迎 え る  Asian 

International Art Exhibtion 開催中

です。参加国は、中国、香港、インド

ネシア、日本、韓国、マカオ、マレー

シア、モンゴル、フィリピン、シンガ

ポール、台湾、ベトナムです。フィリ

ピンからは１０名のアーティストが参

加しています。 

 

期間：３月２日（日）まで 

場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor.  

De La Rosa St., Greenbelt Park 

Ayala Center, Makati City 

連絡先：757-7117～21 loc.35 

 

☆ ニコニコ不動産サービス 

「不動産の賃貸をお考えの皆様に」 

私どもは、マニラにお住まいの皆様に、

不動産の購入・賃貸の斡旋等をいたし

ております。信頼できる不動産会社を

お探しの向きには、ぜひとも弊社をご

利用していただきたく、お願いいたし

ます。弊社は不動産稲門会の会員です。 

ご案内およびご契約に際しましては、

必ず「大内」が立会います。必要に  

応じデジカメで証拠を残し、お客様の

権利を確保いたします。ＶＡＴ免除 

企業の特典をオーナー様に知ってもら

い、ＶＡＴを免除してもらいます。  

お客様のご予算に応じてオーナー様と

の価格の交渉も行います。 

現在の特選物件等、詳細は 

お問い合わせください。 

名称： 

2525 Service & Consultancy, Inc. 

住所：7th Floor Electra House 

Esteban St., Legaspi Vill. 

Makati City 

電話：02-840-3333 

（日本語専用・大内正明） 

ＦＡＸ：02-840-0752 

E-mail: makkisan@hotmail.com

日本語ホームページ： 

http://www.2525realestate.com

 

《 明日です 》 
 

● A Tribute to Offy:  

Danny Sillada’s Art Poetry & Music 

アーティスト Offy Flores-Garcia の

１周忌に捧げるマルチタレントである 

Danny Sillada による芸術的な絵画、

詩、歌の展示会です。 

期間：２月１９日（火）～２８日（木） 

場所：Ricco-Renzo Gallerie & Café 

LRI Business Plaza  

Ground Level  

210 Nicanor Garcia St. 

Bel-Air II, Makati City 

連絡先：Kaye Nuguid 898-2545  

E-mail:dsilladat@gmail.com

 

 

 

《 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

 

 

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：Ｄ７ Ground Floor ＵＰＹ Building 

Sen. Gil J. Puyat  Ave cor. Marconi Street, Makati City 

http://www.metrobar.com.ph/
http://www.pba.com.ph/
http://www.2525realestate.com/
mailto:info@friendshipmanila.com
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
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【 明日は何の日？ 】 
 

■ アメリカ軍が硫黄島に上陸する

（１９４５） 

１９４５年（昭和２０年）２月１９日、

アメリカ海兵隊４万人が、硫黄島に 

上陸しました。米軍と硫黄島を守って

いた２万人近い日本の守備隊との間で、

連日激戦が繰り返されました。 

 
３月１７日、米軍が島を制圧し、日本

軍の部隊が多数玉砕しました。 

３月２１日になって大本営は１７日に

玉砕したと発表、３月２６日、栗林  

忠道大将以下３００名余りが 後の 

攻撃を仕掛けますが玉砕、これにより

組織的戦闘は終結しました。日本軍は

２万９３３名の守備兵力のうち、２万

１２９名までが戦死しました。損傷率

は９６％にのぼる壮絶な激戦でした。

 
一方、米軍は戦死６８２１名・戦傷２

万１８６５名の計２万８６８６名の損

害を受けました。第二次世界大戦後期

の島嶼での戦闘において、米軍地上部

隊の損害実数が、日本軍を上回った稀

有な事例です。ただし損傷率という点

では、約４０％余りに留まります。 

 

 

 

【 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 】 
 

 

<「踏み絵」を考え出した人は？> 

初に踏み絵を実施したのは、長崎 

奉行・水野河内守のようです。寛永  

５年（１６２８年）のことで、このと

きの踏み絵は、紙製の聖画類でした。

続いて、翌寛永６年には、同じく長崎

奉行・竹中采女正が木製の板踏み絵を

つくり、庶民に次々と踏ませていきま

した。 

 

後に、キリシタン探しが激化すると、

紙や板の踏み絵ではもたなくなり、 

真鍮の踏み絵が開発されました。 

 

ただし寛永５年以前の資料にも神父が

聖像を踏まされたという記述がある 

など、踏み絵のルーツについては、  

まだ謎が多いようです。 

 

 

【 脳年齢が若返る漢字学習 】 
 

 

■ 読めるだけで尊敬もの？法律⑤ 

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・・・ 

 

教唆（きょうさ） 

他人をそそのかして罪を犯す決意を 

させることです。共犯の一種で実際に

犯罪を行った者に準じて罰せられます。 

 

 

【 明日の誕生花 】 
 

■ ２月１９日の誕生花 

 

菫（すみれ） 

Viola mandshurica 

 

花言葉 小さな幸せ、誠実、愛 

  

どこか愛らしい乙女のイメージの花で

す。西洋では「ばら」「ゆり」とともに

聖母に捧げた特別な花で、誠実と謙譲

を象徴しているといいます。 

 

科名   スミレ科 

原産地  世界の温帯 

栽培方法  

実生、根伏せ、葉挿し等で増やします。

日本各地に数多くの種類が自生してい

ますが、いずれも栽培は難しく、自生

している環境に合わせた管理が必要で

す 

 

２月１９生まれのあなたは・・・ 

見かけだおしの相手に夢中になったり、

不倫におぼれたり、恋愛トラブルの多

い人がようです。甘いうそをすぐ信じ

てしまうからです。冷静な目を持ち、

周囲の忠告を聞きましょう。 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】  
 

■ 鳥肌立つ（とりはだだつ）（慣用句） 

 

寒さや恐怖などの強い刺激によって、

皮膚に鳥肌ができることです。 

 

用例：ホラー映画を観て鳥肌立つ。 

 

類語：総毛立つ 身の毛が弥立つ 

 

■ 取り巻き（とりまき）（慣用句） 



 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/02/18                 - 5 - 
①取り巻くこと、周りを囲むことです。 

 

②人に纏（まと）わり付いて機嫌を取

ること、金や権勢がある人に、媚び諂

（へつら）うこと、また、その人を  

いいます。 

 

用例：彼らが社長の取巻き連中だ。 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ もともとの「車長」は 

社長に嫌われて「車掌」になった！？ 

「市電（しでん）」の名で知られる市街

電車（現在は市営電車）が生まれたと

き鉄道馬車の馭者（ぎょしゃ）が大量

に失業するところでしたが、一生懸命

に電車の運転を習い、転職に成功した

人も多かったというエピソードが 

残っています。 

「車掌（しゃしょう）」の前身は、私鉄

時代の山陽鉄道（のち国鉄に買収され

る）で「車長（しゃちょう）」と名づけ

たことからスタートしたものです。 

しかし山陽鉄道の中上川彦次郎社長が、

車長は社長に通じ、社長の権威が落ち

るということから、車掌に変わったと

いういきさつがあります。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

近頃、文章を１行あけると読みやすいと

いうことでネット上では、１行あけのメル

マガが主流のようです。浦島太郎子を

自称する私としても世の中に必死でつ

いていく為に、ＴＥＸＴ版は１行あけで改

行してみました。見易いですか？私に

はあまり差が判らないのですが・・・・・

（苦笑）(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_080218.pdf 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

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/
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