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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞

◆ ロザダ氏へ５０万ペソ貸し出し
－大統領府高官
大統領府のガイテ官房長官代理は、
ロザダ氏の兄弟を通じてロザダ氏に
渡した５０万ペソの出所は、叔父から
のものだということを明らかにした。
ガイテ氏の叔父は、ロザダ氏が義父母
と同居している住宅の改築費用として、
この金額を融資したという。
◆ 新ピープルパワーを呼びかける
－アロヨ大統領
アロヨ大統領は、
「新たな民衆蜂起」を
呼びかけているという。火曜日、アロ
ヨ大統領のスポークスマンが発表した
ところによると、中国のＺＴＥ公社と
結ばれた契約が破棄された件について、
国民は、真実が露見することを確実視
する為に、合法的な手順に注視する様
にという。

● 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。

◆ 上院委員会
アロヨ大統領に調査への協力を要請
３億２９４８万ドルの中国ＺＴＥ社と
の間で結ばれた全国ブロードバンド・
ネットワーク・プロジェクト契約の
不正疑惑を調査する上院の２つの委員
会の委員長は、この問題についての
上院の公聴会を再開するにあたり、
アロヨ大統領に対して調査への協力を
要請した。
◆ 上院
アロヨ大統領の
ラジオ・インタビュー録音を要求
上院は、昨年４月２１日、中国ＺＴＥ
社との間における３億２９４８万ペソ
の契約が締結される前夜に、不正に
ついて報告された際のアロヨ大統領の
インタビューの発言の録音記録をラジ
オ放送局に要請したという。
◆ 証人拉致疑惑の関係者
侮辱罪で告訴か？
ＺＴＥ社との契約の不正疑惑における
証人、ロドルフォ・ロザダ氏の拉致
事件に関与したとされる警察官と空港
職員は、上院の召喚に応じなかった
ことにより、上院侮辱罪で告訴される
可能性があるという。

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/

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３６１５（↓）
＄＝Ｐ４０．２１ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３８６０（↑）
＄＝Ｐ４０．５０ （↑）
※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】
の中、武装勢力の１人が死亡したと
いう。
◆ 覚醒剤王
９億ペソ以上を銀行口座に貯蓄
資金洗浄防止評議会、ＡＭＬＣは、
パシグ市の覚醒剤巣窟を取り仕切って
いたアミン・イマン・ボラトン容疑者
名義の銀行口座に９億７００万ペソ
以上の現金と不動産３千万ペソ相当の
財産が見つかったと発表した。
◆ ホテル連続女性殺人事件
同一人物の犯行か？
週末に、マニラ市のダウンタウンに
ある２つのホテルでそれぞれ女性が
焼き殺された事件について、警察は、
同一犯人の犯行によるものとみて捜査
しているという。

◆ バシラン州 交戦で１人死亡
月曜日の早朝、フィリピン南部のバシ
ラン州にある国軍前哨地への攻撃を
治安部隊が阻止した際、迫撃砲の砲火

国内旅行・海外旅行

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

本日のレート

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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◆ メル友に強姦された１７歳
保護される
週末、タギグ市警察署の警察官は、
テキストを交わし合う友人に強姦され
た上、ヌエバ・エシハ州クヤポに連れ
て行かれた１７歳の女性を救出し、
保護したという。
◆ ビコール、ルソン島南部
地滑り警戒
火曜日、気象庁はビコール州とルソン
島の南部に位置するケソン州とアウロ
ラ州の住民に対して、鉄砲水や地滑り
に警戒する様にと呼びかけた。

＜日刊＞
◆ 前大統領と前下院議長
共通目的で協調
昨年行われたエドサ・ピープルパワー
１革命記念の際、政治上、反対派に
居たエストラーダ前大統領とデ･ベネ
シア前下院議長の２人は、今年の２２
周年記念日には「アロヨ大統領の辞職
要求」という共通の目標によって互い
に手を取り合うことになった。
◆ 記念碑から離れた場所で
記念日を迎える –アロヨ大統領
月曜日、アロヨ大統領は、ケソン市に
あるピープルパワー記念碑から遠く
離れた所で１９８６年エドサ革命２２
周年の記念日を祝うことになった。
アロヨ大統領は、カロオカン市のエチ
ベリ市長と共に、８６０万ペソを投じ
た同市内にある学校の開校式典に参列
した。
◆ アロヨ大統領に「選択肢は無い」
エストラーダ前大統領
月曜日、エストラーダ前大統領は、
現在のアロヨ政権が国民による信頼感

を失っていることから、アロヨ大統領
に残された道は、辞職以外に選択肢が
無いと発言した。
◆ エストラーダ前大統領の恩赦処分
無効の警告 －法務省
月曜日、法務省の高官は、エストラー
ダ前大統領がアロヨ大統領を
「非合法」
大統領と呼んでいることで、前大統領
に科された大統領特赦処分が無効と
される可能性があると指摘した。地元
のテレビ局が報じた。
◆ ロザダ氏
「自分の首に１千万ペソの賞金」
話題騒然となった上院の証人、ロザダ
氏は、政府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
おける不正を暴露して以来、脅迫され
続けていると発言した。ロザダ氏に
よると、最近、脅迫電話をかけてきた
者がロザダ氏の首には既に１千万ペソ
の賞金がかかっていると話していたと
いう。
◆ アロヨ大統領の夫 帰国
月曜日の夜、アロヨ大統領の夫、ホセ・
ミゲル・アロヨ氏は、３日間の香港滞
在から帰国した。地元テレビ局が報じ
た。
◆ ボニファシオのアロヨ派集会
雨で散会
１９８６年のエドサ・ピープルパワー
１革命を記念してマニラ市リワサン・
ボニファシオに集まったアロヨ大統領
の支持者、約１万人は、突然の雨が
降り出したことで散会してしまった。
◆ マリキナ市 地滑り２人死亡
月曜日の午後、マリキナ市バランガ
イ・パランで地滑りがあり、作業員
２人が死亡した。死亡した２人は同僚
と共に、崖の崩落を防ぐ基礎工事で
掘削作業を受け持っていたという。

さくらグループ

-2◆ 機内のトイレに胎児遺棄
月曜日、ニノイ・アキノ国際空港、
ＮＡＩＡで、着陸間近のボーイング
７７７型ジェット機の機内で９ヶ月に
なる胎児の遺体が発見された。インド
ネシアのジャカルタ発アラブ首長国
連邦アブダビ経由で午後２時５０分に
到着したエチハド航空、ＥＹ４２８便
の機内のトイレに胎児が遺棄されて
いたという。ＮＡＩＡの医療チームに
よると、出生間近に発育した赤ちゃん
の遺体は、泣き声が聞こえない様に
口にナプキンが詰め込まれた状態で、
ゴミ箱に捨てられていたという。
◆ ＳＥＡＩＲ オーバーラン
日曜日の午後、マニラ国内線空港に
到着したＳＥＡＩＲの航空機が滑走路
をオーバーランしたという。
地元テレビ局が報じた。
（ 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 》
☆ Neyo - Live in Manila
全米興行収入１位を２週連続で獲得し､
現在も引き続き大ヒット中のダンス
映画『Stomp The Yard』に出演中、
アフリカン・アメリカンに伝統的な
「ストンプ」と呼ばれる独特なリズム
を刻むダンス・パフォーマンスをとり
あげ、各メディアより高い評価を受け
ているラスベガス育ちのシンガー・
ソ ン グ ラ イ ガ ー Shaffer Chimere
Smith こと Ne-Yo の待望マニラ公演
です。

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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日時：
２月２９日（金）午後８時
３月０１日（土）午後８時
場 所 ： Araneta Coliseum, Araneta
Center, Cubao, Quezon City
チケット：
パトロンＶＩＰ（指定席）P4568
パトロン（指定席）
P3570
下段ボックス（指定席） P3570
上段ボックスＡ（指定席）P1943
上段ボックスＢ（自由席）P 893
一般自由席
P 578
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.neyoworld.com
☆ No Borders
絶大な人気を誇るサウスボーダーの
メインボーカリスト Luke Mejares と
Duncan Ramos によるライブです。
スペシャルゲスト：
Mr. Edu Manzano, Rufa Mae Quinto
日時：２月２８日（木）午後８時
場所：Metro Bar, 47 West Ave.
Quezon City
チケット：
ＶＩＰ（指定席） P1000
パトロン（自由席）P 500
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.metrobar.com.ph/
☆ Summer 2008:
KidsAhoy is looking
for Art-venturers
サマーシーズンのアートクラスの
ご案内です。
対象：
ADVENTURER
VOYAGER
FORERUNNER
TREKKERS

:
:
:
:
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４歳～６歳
６歳～８歳
９歳～１３歳
２歳～４歳
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申込締切：
２月２９日（金）まで
入会金１０％ディスカウント
３月１４日（金）まで
２プログラム１０％ディスカウント
期間：
４月７日（月）～５月１日（木）
５月７日（水）～５月３０日（金）
場所：KidsAhoy, 1608 P. Hidalgo St.
Malate, Manila
(almost cor of Pedro Gil)
連絡先：Mommy Joanne / Teacher Aia
0920-5178127 / 536-2095
E-mail: kidsahoy@yahoo.com
http://kidsahoy.multiply.com/
☆ Indie Un-Film 2008
第５回を迎える年に一度のデジタル
ビデオコンテストです。
現在の学校年度の国内すべての学生に
開放されるコンテストです。
今年のテーマは「Indie Un-Film」です。
アニメーション、ドキュメンタリー
部門、５分～２０分のショートフィル
ムが上映されます。
日時：２月２９日（金）
午後６時～午後９時
場所：Fajardo-Gonzalez Auditorium
18/F Br. Andrew Gonzalez Hall
De La Salle University–Manila
2401 Taft Ave., Manila
連絡先：Kizia 0927-9253424

☆ The Filipino Dream
収益金を、フィリピンの本来の価値や
文化を担う次世代のパフォーマーに
贈ります。
題して
「The Filipino Dream」
です。

日時：
２月２８日（木）午後７時３０分
２月２９日（金）午後７時３０分
場所：Meralco Theater, Ortigas Ave.
cor. Meralco Ave.
Ortigas Center, Pasig City
チケット：P500 P200
連絡先：Thelma Arriola
Carrie Dela Cruz
747-7283～89

《 明日です 》
● 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
● Shopping Spree Bazaar
都会で働く女性に人気のファッショ
ナブルなバザーです。
カジュアルからシックな洋服、
バッグ、
靴、アクセサリーが揃います。
日時：２月２７日（水）
２８日（木）２９日（金）
午前９時・午後６時

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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場所：GT Tower
HV Dela Costa St. cor.
Ayala Ave., Makati City
連 絡 先 ： Ms. Ann / Mr. Chubby,
480-5667 / 0926-6941700
E-mail: apexeventsorganizer@yahoo.com
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【 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。

《 最終日です 》
● Photoworks @ The Garage
写真撮影の基礎から応用編まで学べる
ワークショップです。
これまで知らなかった技術を会得でき
ます。
日時：２月２７日（水）
午後７時・午後１０時
場所：The Garage
Jesuit Communications Creative
Technologies Center
Seminary Drive corner Arrupe road
Ateneo de Manila, University Campus
Quezon City
連絡先：426-5971 / 5972 loc.221
E-mail: cbringino@admu.edu.ph

《 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？ 】
■ 「新撰組」の前身「壬生組」が
結成される（１８６２）
文久２年２月２７日（１８６２年３月
２７日）
、新選組の前身・壬生浪士組
（壬生浪士隊）が結成されました。

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！

幕府が何かとぶっそうな京都の警護の
ため、清川八郎の提案で支度金５０両
（約５００万円）という大きな特典を
付けて江戸で募集したものです。この
巨額な支度金に釣られて応募者が殺到、
幕府は予算が足りないので結局全員
１０両で我慢させました。一行は意気
揚々と、翌年に江戸を出発、京都に
ついた途端、清川はこの浪士組の目的
は尊皇攘夷だと言い始め浪士組は空中
分解してしまいます。近藤勇らは清川
と山岡鉄太郎の暗殺を図りますが未遂
に終わり、幕府が浪士組帰還命令を
出したため、清川らは江戸に戻ります
が結局幕府の刺客に殺されます。一方
近藤勇・芹沢鴨・土方歳三ら２４名は
そのまま京都に残留、若き京都守護
職・会津藩主の松平肥後守容保の配下
に入り８月には新撰組を称しました。

<ペリーとの交渉には
何語を使ったのか？>
１８５３年、アメリカのペリー提督が
黒船を率いて日本にやってきました。
このときの交渉役として幕府から派遣
されたのが、浦賀奉行与力の中島三郎
助です。彼は通詞（通訳）の堀達之助
を連れてペリーが乗船するサスケハナ
号に向かいました。
ところが、堀は通詞とはいっても蘭学
者であり、オランダ語しか話せません
でした。
「私はオランダ語を話すことが
出来る。
」
彼の英語はそれだけいうのが
精一杯でした。
しかし、アメリカ側はそういう日本の
事情をすでに承知していて、ちゃんと
オランダ語の通訳を用意していたので
す。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 選挙権はあるけれど…政治①
テレビのニュース番組や新聞などで
見たり聞いたりする、政治に関する
言葉を集めました。これらの言葉を
知っていれば、難しい政治の世界が
見えてくる！？
今日ご紹介するのは・・・
癒着（ゆちゃく）
「政界と財界の癒着」などというよう
に、関係があってはいけない者同士が
手を組んで互いに不当な利益を得る
ことをいいます。もともとは医学から
きた言葉です。
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【 明日の誕生花 】
■ ２月２７日の誕生花
サキシフラガ（くもまぐさ）
Saxifraga

2008/02/26

-5-

【 ことわざを学ぼう 】
■ 泥棒を見て縄を綯う
（どろぼうをみてなわをなう）
（ことわざ）
①事件が起こってから慌てて準備を
しても間に合わない、時機に遅れては
用をなさないことの喩えです。
②準備を怠（おこた）って行きあたり
ばったりにものごとを行なうことです。

花言葉 活力
可愛い花を一面に咲かせる山草です。
「石を割る」という意味の属名の
とおり、繊細に見えても、根が岩を
割って生きるほど丈夫な植物です。
科名
ユキノシタ科
原産地
北半球の温帯
栽培方法
株分けで増やします。
植え付けは１０月。
開花期は３～４月。
草丈は極く低く地面を這うように伸び、
寒さには極めて強いものの、
夏の高温・多湿に弱いので、直接雨の
当たらない風通しのよい半日陰で
管理します。
２月２７日生まれのあなたは・・・
明るく天真爛漫でめったに人を疑った
りすることがありません。だからこそ
裏切られたり、悪意にあうとひどく
落ち込んでしまいます。
悪いのはあなたではなく、相手の方、
気にしないでいきましょう。

類語：泥縄 盗人を捕らえて縄を綯う
渇に臨みて井を穿つ
難に臨んで兵を鋳る
兎を見て鷹を放つ
喧嘩過ぎての棒乳切り
敵を見て矢を矧（は）ぐ
■ 泥を被る（どろをかぶる）
（慣用句）
他人の悪事や失策の責任を負うこと、
損な役割りを引き受けることです。
用例：部下の泥を被って降格になった。

【 知ってなるほど 】
■ 稲荷とは
穀物豊穣を願う「稲成り」の意！？
「稲荷（いなり）
」とは「稲成り（いね
なり）
」の意で、穀物の豊穣を願う神様
です。その稲荷さまも最初から正一位
といういまの最高の位にいたわけでは
ありません。
最初、淳和天皇の天長４年（８２７年）
のとき従五位を授けられました。その

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/

のち飢饉、疫病のあるたび朝廷の祈願
に対し、霊験あらたかなことを示し、
天慶５年（９４２年）に正一位に達し
ました。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
昨日はＥＤＳＡピープルパワー革命２２
周年ということでバクララン教会でミサ
が行われました。今週の金曜日、２９日
には大々的な集会があるそうです。こ
のエネルギーを違うところに向けると、
この国もかなり発展すると思うのです
が・・・・皆さま、人ごみには近づかない
ように、不慮の事故に巻き込まれないよ
うに御注意下さい。（何だかよく聞く台詞
ですが・・・）（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

★ 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

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

166
168
899-9008

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

