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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ 大統領退陣要求の司祭
謝意を表明
水曜日、イニゲス司祭は、フィリピン・
カトリック司祭会議、ＣＢＣＰが最終
的に、アロヨ大統領への退陣呼びかけ
を見越していた人々に対して謝罪した。
イニゲス司祭は先般、ノバリチェスの
トビアス司祭達と共に、アロヨ大統領
に辞職を要求していた。
◆ 故ポー氏支持者
未亡人に大統領退陣要求を要請
故フェルナンド・ポー・ジュニア氏の
支持者達が未亡人のスーサン・ロセス
さんに対して、アロヨ政権を取り巻く
現在の問題に関する立場を明かす様に
と呼びかけている。
◆ 中国大使館
上院議員の発言に反発
水曜日、在マニラ中国大使館は、フィ
リピン政府とＺＴＥ社とのブロード
バンド契約に中国政府の高官が関与し

● 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。

ていたという件を、マドリガル上院議
員が発言したことについて「非常に
無責任な発言である」と非難する声明
を発表した。
◆ 金曜日の集会 多数参加を期待
－左派系団体
水曜日、２つの左派系の団体は、フィ
リピン・カトリック司祭会議、ＣＢＣ
Ｐがアロヨ大統領への退陣要求を否定
する声明を発表したにも拘わらず、
金曜日にマカティ市で予定されている
異なる宗教団体によって主催される
集会に大勢の人が参加することを
楽観視していると発表した。
◆ マカティ市長
集会参加者５万人を予想
水曜日、マカティ市のビナイ市長が
発表したところによると、金曜日に
マカティ市内で予定されている宗教に
とらわれない集会には５万人以上が
参加すると見込んでいるという。
◆ 大統領府・閣僚の特権を協議
－ＳＣ
最高裁判所、ＳＣのプノ裁判長は、
アロヨ大統領や閣僚が受けている
「大統領府閣僚特権」
の内容について、
最高裁判所が来週、協議すると発表し
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￥＝Ｐ０．３６０９（↑）
＄＝Ｐ４０．１９ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３７８０（↓）
＄＝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】
◆ ペニンシュラ占拠事件
容疑者の罪状認否が延期される
昨年１１月２９日、
ペニンシュラ・ ホ
テル占拠事件に関与した将校の罪状
認否は、来月６日に延期された。
◆ シンソン元州知事の
企業職員夫妻殺害事件
南イロコス州の元州知事、シンソン氏
の経営する企業の１つの給与支払部門
の部長を務めていた女性が火曜日の
夕方、カビテ州ダス・マリニャスで
２人の武装犯によって撃ち殺されると
いう事件が発生した。この事件では、
被害者の夫も妻と共に殺害されたと
いう。
◆ 南スリガオ州 地震発生
水曜日の早朝、フィリピン南部で、
マグニチュード４.９の地震が発生し
たという。フィリピン火山地震学研究
所フィボルクスが明らかにした。フィ

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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ボルクスによると、この地震は午前１
時１３分に発生し、南スリガオ州ビス
リグでは、
震度３が観測されたという。
◆ 第１四半期の経済成長
６％止まりか？
今年の第１四半期における製造業と
農業部門の停滞により、フィリピンの
経済成長は６％に留まりそうだという。

＜日刊＞

◆ アロヨ大統領退陣を求めず
－ＣＢＣＰ
フィリピン・カトリック司祭会議、
ＣＢＣＰは、アロヨ政権下における
汚職疑惑にも拘わらず、アロヨ大統領
に退陣を呼びかけないと発表した。
◆ ＮＢＮ疑惑の新証人
大統領夫妻への賄賂を証言
ＮＢＮ契約に関する上院の調査で証言
した新たな証人、ダンテ・マドリアガ
氏は火曜日、もしアロヨ大統領とその
夫を含むフィリピン側の関係者が強欲
でなければ、このプロジェクトのコス
トは５千万ドルで収まったはずだと
発言した。ＮＢＮプロジェクトの費用
は、ＺＴＥ社のフィリピン側事業提携
者が多くを望んだ為に、３億２９００
万ドルにまで膨れ上がったという。
◆ 大統領府 証言に裏づけ無し
火曜日の夜、大統領府は、上院の調査
における証人、ダンテ・マドリアガ氏
が行ったアロヨ大統領夫妻に関する
証言には、裏づけとなる証拠が無いと
非難した。

◆ 国際社会に
アロヨ政権への圧力を求める
－前下院議長
火曜日の夜、デ・ベネシア前下院議長
は、国連、ＵＮと欧州連合、ＥＵとの
会談を目的に出国した。同氏は、アロ
ヨ大統領に「圧力をかける様にと」
ＵＮとＥＵを説得するつもりだという。
◆ 反乱将校
新たなクーデター計画か？
火曜日、
フィリピン国家警察の高官は、
アロヨ大統領退陣を求める若手将校や
武装勢力による民衆蜂起に関して、
信頼出来る諜報員の報告を受け取って
いると発表した。
◆ ＮＰＡ
ダバオの貿易商死亡で謝罪
火曜日、新人民軍、ＮＰＡは、フィリ
ピン南部にある都市、ダバオ市の実業
家一族として知られる家族の一員で
ある４４歳の貿易商を殺害したことに
ついて謝罪した。
◆ 東サマール州
緊急雇用創出が必要
東サマール州のエバルドネ州知事は、
複数の市町村が被災した大洪水によっ
て生計を失った農夫等の住民に対して、
緊急雇用を提供する特別プロジェクト
が必要であると発表した。
◆ サン・フアン市
断水
火曜日、マニラ・ウォーター社は、
サン・フアン市の住民に対して、２月
２６日火曜日の夕方から市内にある
８ヶ所のビレッジで一時的に断水と
なることを発表した。
◆ ネリ委員長 職務再開
渦中の人物、高等教育委員会のネリ
委員長は火曜日、パシグ市にある
フィリピン開発アカデミー、ＤＡＰ
ビルにある事務所に出社したという。

さくらグループ

-2◆ アバロス元選管委員長 渡米
火曜日の夜、
アバロス元選管委員長は、
ゴルフ・トーナメントに優勝した賞品
として受け取ったアメリカ旅行に出発
する予定であることを認めた。しかし
ながら、ＮＢＮ契約の疑惑問題から
逃れようとするつもりは無いと主張
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 》
☆ JETRO 日本貿易振興機構からの
お知らせ
「フィリピン文化とマネジメント」
セミナー並びに経済産業分野の技術
協力等に関する合同事業説明会の
ご案内
日本政府の技術・資金協力関連団体
（JETRO, AOTS, JODC, JBIC）では、
フィリピン日本人商工会議所と協力し
て、当地の日系企業の皆様にお役に
立つべく各種事業を実施いたしており
ます。このたび、平成２０年度の技術
協力スキーム等についてご紹介させて
いただくとともに、
「フィリピン文化と
マネジメント」に関するセミナーを開
催することといたしました。
つきましては、この機会にぜひとも
皆様方のご参加を賜りますよう、
ご案内申し上げます。
第１回：キャビテ方面企業対象

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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【海外貿易開発協会（JODC）
】
JODC は、技術指導や人材育成を目的と
して、フィリピンの日系現地法人や関
連会社
（商取引先ローカル企業等）
に、
自社の技術者や JODC 登録専門家を派
遣する際にその派遣費の一部を補助い
たします。派遣専門家による技術指導
や人材育成を通じて、現地で事業展開
を行っている日本企業や関連会社を支
援し、フィリピンの産業人材育成、産
業発展に貢献いたします。
今回は、この専門家派遣制度の詳細に
つき説明・紹介いたします。

日時：３月４日（火）
午後３時～午後６時
場所：ロザリオキャビテ工業団地内
監理棟会議室
第２回：マカティ首都圏企業対象
日時：３月５日（水）
午後３時～午後６時
場所：マンダリンホテル
第３回：セブ地域企業対象
日時：３月６日（木）
午後３時～午後６時
場所：ウォーターフロント
（マクタン）ホテル

【JBIC（国際協力銀行）
】
日系企業の皆様のフィリピンでの事業
展開（新規設備投資、増設、改修等）
をご支援するための融資・保証につい
てご説明致します。

主催：
ジェトロ、海外技術者研修協会（AOTS）
海外貿易開発協会（JODC）
国際協力銀行（JBIC）
フィリピン日本人商工会議所

お申し込み先、お問い合わせ先：
ジェトロ・マニラセンター（担当：辻）
Tel:02-892-4376 Fax:02-885-0476
E-mail:tsuji@jetro.com.ph

参加費：無料
【AOTS マニラ事務所】
来年度
（２００８年４月～２００９年３月）
における研修事業紹介及び制度説明

☆ 土曜シネマ劇場
マニラ日本人会らいぶらりーによる、
土曜シネマ劇場です。大劇場なみの大
音響と鮮明な色彩をお楽しみ下さい。

１．受入研修
（日本へフィリピン人従業員を
派遣して実施する研修）
２．海外研修
（在フィリピン企業が社内研修等
を目的に自社で実施する研修）
【フィリピン日本人商工会議所】
商工会議所の活動について紹介します。
【ジェトロ・マニラセンター】
「フィリピン文化とマネジメント」に
ついてのセミナーを開催します。
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※ ３月８日（土）２２日（土）は、
お休みです。
日時：３月１日（土）
午前９時３０分
題名：The Holiday
邦題：ホリデイ
製作：２００６年
監督：Nancy Meyers
出演：Cameron Diaz、Kate Winslet、
Jude Law、他
解説：恋に破れた２人の女性同士が、
家や車を交換する"ホーム・エクスチェ
ンジ"を試み、人生を開花させていく

ラブストーリー。主演は『チャーリー
ズ・エンジェル』シリーズのキャメロ
ン・ディアスと『タイタニック』の
ケイト・ウィンスレット。彼女たちが
それぞれ恋に落ちる男性をジュード・
ロウとジャック・ブラックが演じる。
監督は『恋愛適齢期』のナンシー・
メイヤーズ。豪華キャストの好演と
小粋でロマンチックな展開が堪能でき
る。
日時：３月１５日（土）
午前９時３０分
題名：にゃんこ THE MOVIE
製作：２００６年
出演：ネコたち、
篠原涼子（ナレーター）
解説：フジテレビの人気番組『めざま
しどようび』が全く新しいジャンルの
映画を作ります！その名は『めざムー
（めざましムービー）
』
これは劇場でお金を払って鑑賞する
映画ではなく、全国のみなさんの好き
な場所で無料で公開する映画です。
映画のジャンルは様々。
『めざムー』
は、
みなさんの好きな場所でみなさんで
観ていただくことで、日本中を元気に
することを目指します。
第１弾は「にゃんこ」！ネコと人間の
心あたたまるふれあいを描いたハート
フル・ムービー。
日時：３月２９日（土）
午前９時３０分
題名：ONE PIECE ワンピース
エピソード オブ アラバスタ
砂漠の王女と海賊たち
製作：２００７年
原作：尾田栄一郎
監督：今村隆寛
声の出演：田中真弓（ルフィ）
中井和哉（ゾロ）
岡村明美（ナミ）
、他

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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解説：
「少年ジャンプ」で連載中の大人
気マンガ「ONE PIECE ワンピース」
シリーズの劇場アニメ第８弾。原作
ファンから圧倒的な支持を得る"アラ
バスタ編"がスクリーンでよみがえる。
本シリーズのテレビ版で演出を担当し
ていた今村隆寛が、初めて劇場版の
監督を務める。アラバスタ王国の王女
ビビを守るため、ルフィら仲間たちは
クロコダイル率いる悪党たちと死闘を
繰り広げる。子どもだけでなく世代を
超えたすべての人の響く、熱い友情の
ドラマと胸躍るアドベンチャーは必見。
場所：マニラ日本人会２１階大会議室
連絡先：マニラ日本人会
810-7909 / 815-3559 / 892-7624
☆ Earth, Wind and Fire Experience
featuring Al McKay
ディスコ・ソウルの永遠の王道として
知られる伝説的グループ「アース・
ウインド＆ファイアー」
、
１９７３年に
加入したフアンク･リズム・ギター王
「アル・マッケイ」とのライブです。
日時：
３月４日（火）午後７時
（ディナー付き）
３月４日（水）午後９時
（ディナーなし）
場所：Manila Hotel Tent, Manila Hotel
チケット：
パトロンＶＩＰディナー付き
（自由席）
P5250
パトロンＡディナー付き（自由席）
P3675
パトロンＢ（自由席）
P2100
連絡先：TicketNet 911-5555
☆ Maroon 5
ザ・ローリング・ストーンズやスティ
ーヴィー・ワンダーの傍らで果たした
ライヴ経験等を経て、２００５年の

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/
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グラミーでは最優秀新人賞を受賞し、
世界中で１０００万枚を超える CD
セールスを叩き出したグループ／アー
ティスト「マルーン５」待望のマニラ
公演です。
日時：３月５日（水）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）P10500
パトロン（指定席）
P 7875
下段ボックス（指定席） P 5250
上段ボックスＡ（指定席）P 3938
上段ボックスＢ（自由席）P 2625
一般自由席
P 1575
連絡先：TicketNet 911-5555
http://www.maroon5.com/

《 明日です 》
● 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/
● 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

《 最終日です 》
● 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２８日（木）まで
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
● Special Chinese New Year Menus
マスターシェフによる中国旧正月を
祝うお得なセットメニューを
ご賞味ください。
他にアラカルトメニューもあります。
期間：２月２８日（木）まで
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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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《 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？ 】
■ 茶道の開祖・千利休が自刃する
（１５９１）
天正１９年２月２８日（１５９１年４
月２１日）
、関白豊臣秀吉の命により
千利休が自刃して果てました。織田信
長が堺を直轄地としたときに茶頭とし
て雇われ、のち豊臣秀吉に仕えます。

2008/02/27
１５８５年の秀吉の正親町天皇への禁
中献茶に奉仕し、このとき宮中参内す
るため居士号「利休」を勅賜され、黄
金の茶室の設計などを行う一方、草庵
茶室の創出・楽茶碗の製作・竹の花入
の使用をはじめるなど、わび茶の完成
へと向かっていきます。秀吉の聚楽城
内に屋敷を構え聚楽第の築庭にも関わ
り、碌も三千石を賜わるなど、茶人と
しての名声の絶頂にありましたが、１
５９１年、利休は突然秀吉の勘気に触
れ、堺に蟄居を命じられます。前田利
家や、利休七哲のうち古田織部、細川
忠興ら大名である弟子たちが奔走しま
すが助命は適わず、京都に呼び戻され
た利休は聚楽屋敷内で切腹を命じられ
ました。７０歳でした。
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【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 選挙権はあるけれど…政治②
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・・・
誹謗（ひぼう）
人をののしって悪口をいうことです。
「選挙活動中、いわれのない誹謗中傷
ビラを町中にまかれた」などと用いま
す。濁らずに、
「ひほう」と読むことも
あります。

【 ＢＳＴからお知らせ 】
【 明日の誕生花 】
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。

■ ２月２８日の誕生花
三角草（みすみそう）
（雪割草（ゆきわりそう）
）
Hepatica nobilis var. japonica

【 いまさら人に聞けない疑問 】
■ 日本のナゼだ？！
<大岡越前があつかった
裁判の数は？>
大岡裁きで有名な名奉行大岡越前守
忠相は、生涯にどのくらいの数の裁判
を取り扱ったのでしょうか？まず忠相
が１日に裁いた裁判の数からチェック
してみましょう。忠相などの奉行が、
法廷にあたるお白州に出るのは、午後
２時頃です。それ以前は、城内で裁判
以外の日常業務をこなしていました。
江戸の裁判は、普通１件につき１時間
といったところです。夕方までしか
開廷しなかったので、１日にせいぜい
３～４件程度が限度でした。仮に１日
平均３件だと仮定すると、町奉行は
１ヶ月交代の輪番制だったので、２０
年間在任した忠相の裁判数は約１万件
程度になります。
ちなみに時代劇に出てくる
『大岡政談』
の名裁きは、ほとんど作り話です。

花言葉 内証、優雅、高貴
艶やかな３枚の葉の先が、三角に
とがっていることから、三角草です。
早春の雪の残る時期に花を咲かせるの
で、雪割草とも呼ばれます。
科名
原産地

キンポウゲ科
日本

栽培方法
実生、株分け、根伏せで増やします。
植え付けは９～１０月
開花期は３～５月。草丈は極く低く、
葉、花茎共に根茎から直接伸び、
寒さには強いが高温・多湿に弱いので、
夏場は風通しのよい半日陰で
管理します。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
２月２８日生まれのあなたは・・・
幼いときから大人びており、知的で
ややかたぶつと見られているでしょう。
そんな性格も、心から愛せる人ができ
るとかなり変化するはずです。
包容力のある相手があなたをのびやか
に支えてくれます。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 泥を塗る（どろをぬる）
（慣用句）
恥を掻かせる面目を失わせることです。
用例：親の顔に泥を塗る。
類語：顔に泥を塗る
面（つら）を汚す
■ 泥を吐く（どろをはく）
（慣用句）
取り調べられ問い詰められて、隠して
いた悪事や犯行などを白状することで
す。
用例：証拠を突きつけられて
「わたしがやりました」
と泥を吐いた。

【 知ってなるほど 】
■ 点前は点茶からの当て字！？
茶道の言葉に「お点前（おてまえ）
」が
ありますが、ひどい当て字で、発音と
漢字を別にしないと理解できません。
「おてまえ」は、自分の前でやるの
意です。
点前と漢字表記するのは「点茶（てん
ちゃ）」（茶を点てる）からつくった
当て字です。

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
人間は喉もと過ぎれば熱さを忘れると
いうだけあって、よく忘れることが得意
な方が多い。ま、妊婦さんは出産時の
苦痛を忘れられるから次の子を欲しい
と願うのでしょうけど。
中には苦労して泣いていた時代を忘れ
て現在の幸運な立場を当たり前のよう
に思っている奴もいる。
そういう人に限って幸運な立場を失うと
大騒ぎして悲劇のどん底の様な気持ち
に陥ります。常に与えられた環境に感
謝して日々生きていく事が結局は自分
にとっても一番、生きていき易いのだと
思うのですが・・・なんて・・・・・たまには
自分を戒めないと、私も付け上がっちゃ
うんです。（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

★ 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

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

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

★ 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

■■■■■■■■■■■■■■■■■

“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

