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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ ドゥルマティンの遺体発見か？
月曜日の午後、タウィタウィ州で合同
軍事訓練中のチームは、２００２年１
０月のバリ島爆弾テロ攻撃事件で指名
手配されていたインドネシアのテロ組
織集団の指導者とされるドゥルマティ
ンとみられる遺体を発見したという。
◆ ＦＢＩ 検死作業を開始
火曜日、
連邦捜査局、
ＦＢＩの職員は、
フィリピン国軍がタウィタウィ州で発
見した遺体が、実際にインドネシアの
テロ組織集団の指導者とされるドゥル
マティン容疑者のものかを確認する為
に検死作業を開始した。
◆ デ･ベネシア前下院議長
アロヨ大統領に証言を要請
火曜日、下院議長として失脚したデ・
ベネシア下院議員は、３億２９４８万
ドルのＺＴＥ社と取り交わされた全国
ブロードバンド・ネットワーク・プロ
ジェクトの契約に生じた疑問によって

● 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。

もたらされた緊迫した状況について、
アロヨ大統領が表面に出て明白にすべ
きだと発言した。
◆ アロヨ大統領
閣僚陣と共に記念写真
退陣要求が高まる中、アロヨ大統領は
火曜日、団結を示すつもりなのか、
元国家経済開発庁のネリ長官を含む
現政権の閣僚達との記念写真を撮影し
た。
◆ 元予算管理相
ペトロン社取締役を辞任
３億２９４８万ドルのＺＴＥ社との
契約疑惑問題を調査する上院の委員会
で、
ロザダ氏の熱心な証言を聞いた後、
元予算管理相を務めていたボンコディ
ン氏は火曜日、石油最大手、ペトロン
社の取締役職を辞任したという。
ラジオ放送局が報じた。
◆ ロザダ氏拉致疑惑事件を調査
－法務省
火曜日、法務省のゴンザレス長官は、
ロザダ氏が２月５日に香港から帰国し
た際、ニノイ・アキノ国際空港で拉致
されたと主張している件について、
法務省としても調査することになった
と発表した。

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￥＝Ｐ０．３６２８（↓）
＄＝Ｐ４０．３６ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３７７０（→）
＄＝Ｐ４０．７０ （↓）
※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】
◆ アキノ元大統領
「祈ることで新たな民衆蜂起も可能」
月曜日、上院の証人となったロザダ氏
の支持者数百人は、ケソン市カティプ
ナン・ロード沿いにあるアテネオ大学
構内の教会で行われた「真実と説明
責任のミサ」に出席した。このミサに
は、アキノ元大統領やアクバヤン比例
代表党所属のロサレス元議員、デ・
ベネシア前下院議長の妻、ビリヤール
上院議長の妻でラス・ピニャス市選出
のビリヤール下院議員達が出席した。
記者団によるインタビューを受けた
アキノ元大統領は、もし、みんなで
祈れば、１９８６年に起こった民衆
蜂起、いわゆるピープル・パワー革命
が再来することもあり得ると語った。
◆ 廃棄物処分場へのアクセス道路
封鎖状態が続く
リサール州ロドリゲス町にある２ヶ所

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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の廃棄物処分場に続く道路は、停職
処分中のクエルポ町長の支持者の為に
警察が同地区を明け渡したことから、
現在も通行出来ないままの状態が続い
ているという。警察当局によると、
月曜日の午後に内務自治省のプノ長官
とフィリピン国家警察、ＰＮＰのラゾ
ン長官の命令によって、警察部隊は
同地区から撤退したという。クエルポ
町長とプノ長官は本日、町長の今後の
処遇と廃棄物処理問題について協議
する予定となっていた。
◆ ユニセフ ８００万ドルの支援金
国連児童基金、ユニセフは今年、フィ
リピンの児童福祉計画の為に、８００
万ドルの支援金を供与すると発表した。
◆ ＯＦＷ
利用されて麻薬の運び屋に
海外フィリピン人就労者、いわゆる
ＯＦＷは、渡航先に荷物を運ぶことを
依頼する人がいても、どんな荷物を
運ぶのかという点について慎重でなく
てはならないという。月曜日、フィリ
ピン国家警察、ＰＮＰが声明を発表し
た。在中国フィリピン大使館のソニ
ア・ブラディ大使からフィリピン外務
省に宛てた書簡の内容を警察当局が
引用したところによると、中国に麻薬
を運ぶ為にＯＦＷが麻薬密売組織に
利用されているという。既に大勢の
フィリピン人が被害を被っている。

＜日刊＞
◆ 「ネリ氏
アロヨ大統領は邪悪と表現」
－ロザダ氏
月曜日、上院証人のロドルフォ・ロザ
ダ氏は、自身の友人である高等教育
委員会のネリ委員長が、アロヨ大統領

について「邪悪」だと表現したと発言
した。
◆ 「記憶にない」－ネリ委員長
渦中のネリ委員長自身によると、ロザ
ダ氏と２人の上院議員と以前、対談し
た際、アロヨ大統領について「邪悪」
だと表現したことを思い出せないと
いう。
◆ ネリ委員長
「宣誓下の証言」が要請される
月曜日、マドリガル上院議員は、元
経済企画開発庁、ＮＥＤＡの長官を
務めていた現職の高等教育委員会の
ネリ委員長に対して、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に関する
見解について、
テレビで
「わめいたり、
戯言を言ったり」というのではなく、
宣誓の下で証言する様にと要請した。
◆ マイキー・アロヨ下院議員
母は邪悪ではない
上院の公聴会の席上で、社会経済企画
庁のネリ元長官がアロヨ大統領を
「邪悪」であると表現したとロザダ氏
が証言した。これを受けて、アロヨ
大統領の長男で、パンパンガ州選出の
フアン・ミゲル・マイキー・アロヨ
下院議員は月曜日、母親を擁護する
発言を行った。
「母は邪悪ではない。
私が愛する母は実際、善良な人間だ」
アロヨ下院議員は、
この様に主張した。
◆ 元予算管理相 政府の現状を悲嘆
ロザダ氏によって暴露され緊張が生じ
ている政府と国家の現状について、
元予算管理相を務めたボンコディン氏
は、悲嘆していると発言した。地元
テレビ局のニュースのインタビューで、
ボンコディン氏は２００５年にアロヨ
政権の内閣を辞職した理由を思い出し
て涙を流した。

さくらグループ

-2◆ ２５日 特別休日に
月曜日、アロヨ大統領は、１９８６年
のエドサ革命から２２周年目となる
ことを受けて、今月２５日の月曜日を
特別ノンワーキング、いわゆる無就労
無給の休日にすることを宣言した。
◆ アロヨ大統領退陣要求
－拘留中の反乱将校
昨年１１月２９日のマカティ市クーデ
ター未遂事件に関与したことにより
反乱容疑で告訴され、現在拘留中の
国軍将校達が、アロヨ大統領に退陣を
呼びかける声明を発した。これを受け
て、フィリピン国軍のエスペロン参謀
総長は、無視する構えを示した。
◆ グロリエタ２爆発事件
アヤラ・ランド社長を証人喚問
昨年１０月１９日に１１人が死亡し、
多数が負傷したマカティ市グロリエタ
２ショッピングモールで起きた爆発
事件に関する調査の一環として、上院
は月曜日、アヤラ・ランドの社長兼
最高経営責任者のハイメ・アヤラ氏と
同社の幹部陣を証人喚問のために召喚
した。本件に関する公聴会は火曜日の
午前１０時に開始されるという。
◆「抗議行動は
健全な民主主義の兆候を示すもの」
－米国大使
月曜日、米国のケニー大使は、中国
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、略して
ＮＢＮ契約における不正が暴露され、
抗議行動が起こったことについて、
健全な民主主義の兆候が示されたと
評した。
◆ 火災
消防団員が負傷
月曜日の午後、パラニャケ市でモスク
と民家１０棟が炎上する火災が発生し、
駆けつけた地元ボランティア消防団の
メンバー１人が負傷したという。

広告募集

☆★☆ 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

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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（ 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 》
☆ Eto nAPO ang Pag-ibig
１９７０年代から活動しているフィリ
ピ ン の 大 御 所 バ ン ド Apo Hiking
Society のライブです。
日時：２月２２日（金）午後８時
場所：The Covenarium, Crossroad 77
Quezon City
チケット：
オーケストラ１（自由席）P1000
オーケストラ２（自由席）P 800
オーケストラ３（自由席）P 500
バルコニー（自由席）
P 500
連絡先：TicketNet 911-5555
☆ PBA Smart Phil. Cup
2007-08 - Finals
１９７５年に発足されたアジア最古の
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。
Sta. Lucia Realtors
vs
Purefoods TJ Giants
日時：２月２２日（金）午後７時
場所：Araneta Coliseum
Araneta Center, Cubao
Quezon City

チケット：
コートサイド
パトロンＡ
パトロンＢ／下段ボックスＡ
下段ボックスＢ
パトロンＣ／下段ボックスＣ
上段ボックスＡ
上段ボックスＢ
一般席
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.pba.com.ph

-3P650
P450
P400
P350
P300
P 90
P 25
P 18

☆ Hobie Challenge
第９回を迎える Philippine Hobie
Challenge、
ホビーカタマラン
（双胴艇）
レースが開催されます。ソルソゴンの
グバット湾からミンダナオのシアルガ
オまでおよそ２６０海里を２０チーム
が、１週間かけて走り抜けます。
期間：２月２３日（土）まで
場所：Gubat～Sambuan island～Bacsal
island～Marambut, the Leyte coast
～Suluan island～Samar～Siargao
詳細・連絡先：
Philippine Hobie Challeng
http://philhobie.com/2007/10/31/9t
h-philippine-hobie-challenge/

対象物例：旧式コンピューター、壊れ
た電化製品、使い古しの電池、空の
インクカートリッジ、プラスチック製
品、紙製品など
日時：２月２２日（金）
午前８時～午後３時
場所：TriNoma Open Parking Lot
North Edsa, Quezon City
連絡先：752-1084

《 明日です 》
● PBA Smart Phil. Cup
2007-08 - Finals
１９７５年に発足されたアジア最古の
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

期間：２月２９日（金）まで
場所：The Peninsula Manila, Ayala
Ave., Makati City
連絡先：887-2888

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

☆ Waste Markets
ご家庭でいらなくなった物をもちよる
青空市場です。

● 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

☆ The Peninsula Manila
地中海料理フェアです。期間中、週末
のビュッフェ、金・土曜日のディナー
でご賞味いただけます。

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
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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。

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。

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

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

《 明日が最終日 》
● Love Stories
Philam Foundation 主催による
バシランの基金調達展示会です。
愛がテーマの絵画、写真です。

【 明日は何の日？ 】
■ バリ島沖海戦が展開される
（１９４２）
１９４２年
（昭和１７年）
２月２０日、
バリ島沖海戦で日本海軍が連合軍艦隊
に勝利しました。

絵画：
Wilfredo Alicdan, Mark Arcamo, Cana,
Convocar, Marc Cosico,
Joe Datuin, Vincent Padilla,
Sherwin Tan, Roger Rishab Tibon,
Inna Vitasa
写真：
Paul Escobar, Edwin Loyola, Martin
Macalintal, Peter Marquez,
Kaye Pizarro, Vic Sollorano, Harvey
Tapan
期間：２月２０日（水）まで
場所：Phil-Am Life Bldg.
United Nations Ave., Manila
連絡先：Philam Foundation
526-9449 / 526-9446
E-mail: philamfoundation@aig.com
● New Works
Francesca Enriquez による最新作品
展示会です。

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/

泊地を出航しました。途中で駆逐艦
「荒潮」とも合流し、１９日にバリ島
サヌール泊地に進入して上陸を開始し
ました。上陸に対して抵抗はなく、
未明には日本軍が飛行場を占領しまし
た。

【 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 】
■ 日本のナゼだ？！
<縄文人は
釣り糸をどうやってつくった？>

第二次世界大戦中の海戦で、同日夜明
け前に、連合軍艦隊が日本軍のバリ島
攻略船団を攻撃したが撃退されたもの
です。アメリカ軍呼称はバドゥン海峡
海戦（Battle of Badung Strait）です。
日本軍はジャワ島攻略のための飛行場
確保を目的として、バリ島の攻略を
決めました。
攻略に当たる陸軍部隊は、
第４８師団の一部を抽出した今村亦兵
衛少佐指揮の支隊
（歩兵 1 個大隊基幹）
となりました。同年２月１８日、支隊
を乗せた 輸送船２隻は、第八駆逐隊
（阿部俊雄大佐）所属の駆逐艦「大潮」
「朝潮」
「満潮」に護衛されマカッサル

縄文遺跡からは、動物の骨を削って
つくった釣り糸がよく出土します。
しかし、今まで釣り糸がついた状態で
発見された釣り針は一つもありません。
ということは、釣り糸は何か朽ち果て
るモノで出来ていたのでしょうが、
それは何だったのでしょうか？
釣り針と一緒ではありませんが、植物
繊維をよりあわせてつくった紐の断片
が各地の縄文遺跡で発見されています。
それらの紐が釣り糸がなかったかと
推定されています。
その素材はクワ、フジの木などの表皮
の下にある甘皮の部分、イラクサ類の
表皮の繊維をよりあわせたものでした。
つまり、縄文人たちは、かなり細い、
丁寧な手作業で釣り糸をつくっていた
ようです。

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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【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 読めるだけで尊敬もの？法律⑥
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・・・
猥褻（わいせつ）
文書や図面などでいたずらに他人の
性欲を刺激したり、脅迫や暴力によっ
て、みだらでいやらしい行為を強要す
ることです。こういった行為は法律上
猥褻罪として罰せられます。

【 明日の誕生花 】
■ ２月２０日の誕生花
黄梅（おうばい）
Jasuminum nudiflorum

２月２０生まれのあなたは・・・
気のいい性格です。多少つらいことが
あってもすぐ気を取り直し、前向きの
生き方ができる人です。
女性の場合は、
年下の恋人、伴侶ができる可能性大で
す。男性も世代をこえて人気者が多い
です。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 屠竜の技（とりゅうのぎ）
（故事成語）
学んでも実際には役に立たない技の
喩えです。
類語：徒労（とろう）
故事：
「荘子－列禦寇」
竜を殺す技を身に付けるのに多くの
費用と時間を掛けたが竜がいなかった
のでその技が役に立たなかった。
■ 取りを務める（とりをつとめる）
（慣用句）
寄席で、最も芸の優れた者として最後
に出演することです。
類語：真を打つ

花言葉 恩恵、優美
黄金色の花の形が「うめ」に似ている
ので、黄梅と名づけられました。中国
ではこの花が咲くと、もうすぐ春なの
で、迎春花と呼ばれています。
科名
モクセイ科
原産地
中国中南部
栽培方法
挿し木で増やします。
植え付けは１０～１１月で開花期は
２～３月です。日当たりがよくて乾燥
気味の場所に適し、
耐寒性もあります。

参考：
「取り｣の語源は出演料に纏わる
という説があります。出演料を「割り」
と呼ばれる歩合によって分配する立場
の人が「とり」であったとされます。

【 知ってなるほど 】

-5大きいといわれています。雪は万葉語
で由吉（ゆき）
、古代からある日本語で
す。
「雪道と鱈汁（たらじる）はあとが
よい」の地口（じぐち・語呂合わせや
しゃれのこと）があります。雪道は
人が踏み固めたあとを歩いたほうが
歩きやすく、鱈汁もだしがよく出た
あとのほうがおいしく食べられると
いうことをいいます。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
相変わらず・・・睡魔と闘っています。
(ーー)Ｚｚｚｚｚ
最近のニュースはロザダ氏一色です。
でもフィリピンではいつも大騒ぎして
何も結論に至らないまま、うやむやに
なるケースがとても多いのです。熱し
やすくて冷め易い・・・・まあ、早く
妥協案（？）がまとまるかどうかで
騒動の期間の長短が決まるような・・・
そんな気がします。いつまでも成長し
たくない国家・・・そんな印象を受け
てしまうのですが、皆様は？(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

■ 「雪道と鱈汁はあとがよい」と
いわれるのはなぜ！？

★ 消防

昔から「雪は豊年の瑞（しるし）
」と
いわれますが、今は雪下ろしに大変な
出費が強いられるので、雪害のほうが

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

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

“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

