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＜夕刊＞ 

 

◆ 腸チフス  

入院患者５００人を上回る 

ラグナ州カランバ市にある１８ヶ所の

村の住民５００人以上は、腸チフスに

罹患し、入院しているという。月曜日、

地元テレビ局が報じた。 

 

◆ 閣僚経験者  

アロヨ大統領宛の要求書簡作成 

現職の閣僚達に辞任を要求した閣僚 

経験者達は土曜日に集合し、現在、  

問題の渦中にある中国ＺＴＥ社との 

ブロードバンド契約における疑惑問題

に関して「極めて具体的な行動」を  

とる様にと、アロヨ大統領に要求する

書簡の草案を作成した。この閣僚経験

者達の中にはマルコス政権当時にまで

遡った時代に閣僚を務めた者も含まれ

ているという。 

 

◆ 元閣僚達による要求書簡   

詳細を公表 

地元のテレビ局、ＡＢＳ-ＣＢＮの報道

番組が元閣僚達による要求書簡のコピ

ーを入手したという。この書簡を作成

したのはラサール６０と称するグルー

プで、大きく２つの要求が記載されて

いるという。一つ目は元国家経済開発

庁、ＮＥＤＡの長官を務めたネリ氏が

上院で証言出来る様にする為にフィリ

ピン・カトリック司祭会議、ＣＢＣＰ

によって呼びかけられていた大統領令

第４６４号撤回の要求を繰り返すと 

いう。二つ目の要求はＮＢＮプロジェ

クトの契約に関する議事録などＮＥＤ

Ａに保管されている書類の公開を求め

るもの。この書簡においては、アロヨ

大統領に対して辞任を要求してはいな

いが、ラサール６０のメンバーの中に

は、自分達の要求が受け入れられない

場合、他の選択肢もあると警告する者

もいる。同団体によると、この疑惑  

問題に関与したその他の政府要職者の

辞任を求める可能性もあるという。 

 

◆ 大統領府  

ラモス元大統領との不仲説を否定 

月曜日、大統領府のスポークスマンは、

アロヨ大統領とラモス元大統領との 

関係において、不和がくすぶっている

という噂を否定する声明を発表した。 

 

◆ 国軍緊急応答チーム  

マニラ首都圏に待機中 

現政権の打倒を企てる行動に対応する

準備の為、フィリピン国軍は、先週に

引き上げた警戒レベルを引き下げたに

も拘わらず、緊急事態に応じられる様

に、マニラ首都圏において待機して 

いるという。 

 

◆ ＥＯ４６４撤回要求 －ＣＢＣＰ 

閣僚の証言を禁じた大統領令第４６４

号の撤廃を呼びかけているフィリピ

ン・カトリック司祭会議、ＣＢＣＰの

要求にアロヨ大統領が耳を貸さない場

合、ＣＢＣＰとしてはアロヨ大統領に

対して辞任を要求することもあり得る

という。日曜日、少なくとも３人の  

ＣＢＣＰのメンバーが発言した。 

 

◆ デ・ベネシア前下院議長   

ラカス党の党首職からも追放か？ 

下院議長職を追われて１ヶ月近くが 

経過する現在、パンガシナン州選出の

デ・ベネシア下院議員は、自身が創設

者の１人である政党、ラカス・クリス

チャン・ムスリム民主党の党首の席 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３７７１（↓）

     ＄＝Ｐ４０．４１ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．３８２５（↑）

     ＄＝Ｐ４０．５０ （↓）

※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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からも降ろされる見通しだと述べて 

いるという。情報筋が明らかにした。 

 

◆ 交通違反取り締り強化 ＴＭＧ 

交通管理局、ＴＭＧは運転中にシー

ト・ベルトを装着していなかったドラ

イバー約７１４人を逮捕したと発表し

た。 

 

◆ パシグ市３０ヶ所のバランガイへ  

オートバイ６８台を配布 

月曜日、パシグ市当局は、軽犯罪防止

と市条例の遵守を取り締まるバランガ

イの監視員や民間ボランティアによる

巡回を支援する為に、３０ヶ所のバラ

ンガイにオートバイ６８台を配布する

と発表した。 

 

◆ スポーツ競技会  

参加選手食中毒事件 

西ビサヤ地域で行われる地元のスポー

ツ競技会に出場する為に準備していた

約３２人の小学生とハイスクールの 

運動選手は土曜日の夜、アンティケ州

で夕食後に体調を崩したという。ボン

ボ・ラジオ・イロイロが日曜日に報じ

たところによると、この運動選手達は、

アンティケ州立学校に１週間近く滞在

し、西ビサヤ地域の地区大会の訓練を

していた時に食中毒が発生したという。

初期捜査によると、生徒達が食べた 

食事は、地元の教師達が提供したもの

で、外注したものではなかったという。 

 

 

＜日刊＞ 

 

◆ 大統領退陣まで長い道のり  

－ラモス元大統領 

日曜日、ラモス元大統領は、マカティ

市で金曜日に行われたアロヨ大統領退

陣要求の集会に大勢の人が集まったに

も拘わらず、「アロヨ大統領退陣要求が

既に開始されたことにはなるが、アロ

ヨ大統領の辞任を強いる為の充分な 

支持を得るまでには長時間を要するだ

ろう」と発言した。 

 

◆ ラモス元大統領 誕生祝賀会 

金曜日、マニラ・ホテルでラモス元  

大統領の一足早い誕生パーティーが 

行われた。同祝賀会には、アロヨ大統

領の支持者と退陣を呼びかける人々が

同席して顔をあわせることになったと

いう。出席者の内、大統領派支援者と

して、エルミタ官房長官、下院多数党

院内総務のノグラレス下院議員が含ま

れていた。一方、大統領を批判する人々

も同祝賀会に出席していた。この中に

はギンゴナ元副大統領や野党のビリヤ

ール上院議長、「ハイアット１０」の 

メンバーや実業家が顔を揃えていた。 

 

◆ 警戒レベル引き下げ －ＰＮＰ 

金曜日の夜、フィリピン国家警察、  

ＰＮＰは、マカティ市で行われた宗派

を超えた大規模な集会が平和に散会し

たことを受けて、全国の警戒レベルを

「通常」レベルに引き下げた。 

 

◆ 警戒レベル引き下げ －国軍 

フィリピン国軍は、マカティ市で  

行われた祈りの集会の翌日にあたる 

土曜日に、マニラ首都圏の警戒レベル

を 高の赤レベルから通常の青レベル

にまで引き下げたと発表した。 

 

◆ アロヨ大統領は冷静沈着  

－大統領府 

先週の金曜日にマカティ市で開催され

た大規模な集会の後も「アロヨ大統領

は退陣を求める集団行動によって取り

乱されることは無い」大統領府はこの

様な声明を発表した。 

 

 

 

◆ ネリ委員長の証言要請  

－ピメンテル上院議員 

日曜日、上院の少数等院内総務を務め

るピメンテル上院議員は、ＮＢＮプロ

ジェクトの契約に関する調査を行って

いる上院において高等教育委員会の 

ネリ委員長が改めて証言する事を認め

る様にとアロヨ大統領に求めた。 

 

◆ 更なる大規模集会を予定  

－急進派団体 

金曜日にマカティ市で行われた大規模

な集会が成功したことにより、複数の

団体は、３月８日の国際女性デーに 

合わせて、新たな集会の準備を進めて

いるという。ラジオ放送局、ｄｚＭＭ

が報じた。 

 

◆ ロザダ氏 リム市長  

アキノ元大統領  

ＵＳＴのミサに列席 

上院の証人、ロザダ氏は日曜日、各  

大学を訪問して講演を継続している 

一環として、マニラ市にあるサント・

トマス大学の「真実を求めるミサ」に

出席したという。ラジオ放送局、ｄｚ

ＭＭが報じた。ロザダ氏は、アキノ元

大統領とマニラ市のリム市長と共に、

約３千人が参列したＵＳＴの礼拝堂で

行われたミサに列席した。 

 

◆ 学童１５０人 汚職抗議の行進 

日曜日、ケソン市ディリマンにある 

フィリピン大学構内で、約１５０人の

学童が汚職に抗議する行進を行い、 

アロヨ大統領に対して退陣を呼びかけ

る抗議行動を実行した。 

 

◆ ケソン市 火災で消防士が負傷 

土曜日の夜、ケソン市ニュー・マニラ

にある繊維工場で火災が発生し、消火

作業にあたっていた消防士１名が負傷

した。 

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

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
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【 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 》 
 

☆ Spanish Films, Saturdays 

The Instituto Cervantes 主催による

スペイン映画の上映会です。 

英語の字幕つき、入場は無料です。 

 

日時：３月８日（土）午後６時 

題名：X 

製作：２００２年 

監督：Luis Marias 

出演：Antonio Resines、Esperanza Roy、

Maria Adanez、他 

解説： 

奇怪な殺人事件を捜査するよう命じら

れた刑事の物語。サスペンススリラー 

 

日時：３月８日（土）午後６時 

題名：Apartado de correos 1001  

製作：１９５０年 

監督：Julio Salvador 

出演：Tomas Blanco、Modesto Cid、

Manuel de Juan、他 

解説： 

バルセロナ警察本部の前で殺されたテ

ィーンエイジャーの捜査から物語は始

まる。 

 

日時：３月１５日（土）午後６時 

題名：Nobody Will Speak of Us When We 

are Dead 

原題：Nadie hablara de nosotras 

cuando hayamos muerto  

製作：１９９５年 

監督：Agustin Diaz Yanes 

出演：Victoria Abril、Pilar Bardem、

Federico Luppi、他 

解説： 

１９９６年のゴヤ賞の８部門を独占し

た作品。ギャング抗争の証言者となっ

た下層階級の女性の運命。 

 

日時：３月１５日（土）午後６時 

題名：Los ojos dejan huella 

製作：１９５２年 

監督：Jose Luis Saenz de Heredia 

出演：Raf Vallone、Elena Varzi、Julio 

Pena、他 

解説： 

自らの失敗で弁護士職を追われた主人

公が、完全犯罪を目論む。 

 

日時：３月２９日（土）午後６時 

題名：Distrito quinto 

製作：１９５８年 

監督：Julio Coll 

出 演 ： Alberto Closas 、 Arturo 

Fernandez、Jesus Colomer、他  

解説： 

強盗仲間が、事件数年後に再会する。 

 

日時：３月２９日（土）午後６時 

題名：A tiro limpio  

製作：１９６３年 

監督：Francisco Perez-Dolz 

出演：Maria Asquerino、Maria Julia 

Diaz、Maria Frances、他 

解説： 

ガレージの車を専門に狙う二人組みの

強盗の物語。 

 

場所：Salon de Actos 

Instituto Cervantes 

855 T.M. Kalaw St., Ermita 

Manila 

連絡先：526-1482～85 

 

 

☆ Entrepreneur Bootcamp for Kids  

９歳～１５歳までの子供が対象の企業

家ブートキャンプです。企業家的な 

技術を取得して実践するチャンスを 

与えられる「することによって学ぶ」

キャンプです。人気プログラムのため

お申し込みはお早めに。 

 

期間：３月３１日（月）～４月４日（金） 

場所：Makati Sports Club 

LP Leviste and Gallardo Sts. 

Salcedo Vill., Makati City 

連絡先：634-2204 / 631-6241  

E-mail: info@entrepbootcamp.com

http://www.entrepbootcamp.com/  

 

☆ Ladies' Fair 

婦人服 大５０％オフのセールです。 

 

対象ブランド： 

Wrangler, Company B, Next, Pazzo, 

Candy, Fab, RRJ, Freego, Jag, Lee, 

Pink Lemonade, Frenchtoss, Harvard, 

Polo 

 

場所： 

Robinsons Department Store 各店 

 

Robinsons Department Store 姉妹店 

Robinsons Malls, Watermart Malls, 

Nepo Malls, Tutuban Center, Malabon 

Citisquare, Metropolis Star Alabang, 

Festival Mall Alabang, Limketkai 

Mall Cagayan de Oro 

 

連絡先： http://www.rds.com.ph

   

☆ In Love with Lamb 

オーストラリアのラム肉促進フェアで

す。バラエティ溢れる料理法とソース

をお楽しみください。 

 

期間：３月１５日（土）まで 

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 

mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.entrepbootcamp.com/
http://www.rds.com.ph/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp


 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/03/03                 - 4 - 
場所：Seven Corner 

Crowne Plaza Galleria Manila 

Ortigas Ave., cor. ADB Ave. 

Quezon City 

連絡先：633-7222 

 

 

《 明日です 》 
 

● 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（火） 

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 

 

 

《 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？ 】 
 

■ 杉田玄白・ 前野良沢らが 

腑分けを見学する（１７７１） 

明和８年３月４日（１７７１年４月 

１８日）、蘭方医の杉田玄白・ 前野  

良沢らは、小塚原の刑場において罪人

の腑分け（解剖）を見学しました。   

 
 

 
玄白と良沢の２人はオランダ渡りの 

解剖学書『ターヘル・アナトミア』を

それぞれ所持していました。実際の 

解剖と見比べて『ターヘル・アナトミ

ア』の正確さに驚嘆した玄白は、これ

を翻訳しようと良沢に提案します。 

かねてから蘭書翻訳の志を抱いていた

良沢はこれに賛同、淳庵も加えて、  

翌日の３月５日から前野良沢邸に集ま

り翻訳を開始しました。解体新書を 

将軍に推挙したのは、桂川甫三です。

当初、玄白と淳庵はオランダ語を読め

ず、オランダ語の知識のある良沢も、

翻訳を行うには不十分な語彙しかあり

ませんでした。オランダ語の通詞は 

当然ながら辞書も無く、暗号解読とも

いえる方法により、翻訳作業を進めま

した。 

 
 

 ＢＳＴからお知らせ 】 

デオのダビング･サービスを承って

ービス料は、ＤＶＤ１枚４４８ペソ 

 いまさら人に聞けない疑問 】 

 日本のナゼだ？！ 

の源義経が 

ばれる？> 

源義経の名は

記』によると、義経は１６歳の

 

郎としたのは、

 

 

【
 
ビ

おります。 

 

サ

大量の場合は、割引がございます。 

 

 

【
 

■

 

長崎にいるので質問することも難しく、

<なぜ、八男

「九郎」と呼

、一般に源九郎義経とし

て知られています。ところが、本当は

義経は八男です。八男であるのに、 

「九郎」と呼ばれるのはなぜでしょう

か。 

『義経

とき、金売吉次とともに、奥州の藤原

秀衡を頼って下る途中、熱田神宮で 

元服しました。そのとき、「（本来は）

八郎であるが、叔父の為朝が鎮西八郎

と名乗っていたため、これを避け、 

仮名を左馬の九郎、実名を義経とした」

と記されています。 

源義経が、八男なのに九

叔父さんへの遠慮からだったのです。 

 

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/

杉田玄白 

mailto:info@friendshipmanila.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
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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⑤ 

レビのニュース番組や新聞などで 

 

劾（だんがい） 

どで、人を激しく

【 明日の誕生花 】 
 

 ３月４日の誕生花 

ザレア（西洋躑躅） 

ds) 

 

■

 

テ

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・・・ 

 

弾

武力を使わず口頭な

攻撃することです。使い方としては、

「汚職疑惑のある首相に対して、野党

の議員が弾劾演説を行った」などが 

あります。 

 

■

 

ア

Rhododendron simsii 

(Belgian Azalea hybri

 

花言葉 節制、愛の喜び 

本・中国原産のものが、１９世紀の

名   ツツジ科 

 

します。 

露地栽培は困

開花期は３～４月

やれば 

月４生まれのあなたは・・・ 

るく 

【 ことわざを学ぼう 】  
 

 呑舟の魚枝流に游がず 

う に  

 

舟を呑むほど

典：「列子－楊朱」 

鴻鵠高飛、 

 

考：「呑舟の魚」とは舟を丸呑みに  

 飛んで火に入る夏の虫 

のむし） 

自らを

語：自滅  

明燭に赴くが猶し  

 

典：「菜根譚－後集七十」 

 

考：夏の夜にあかりの中に飛び込ん

【 知ってなるほど 】 

 

 フグはむかし 

ふく）」だった！？ 

河豚（ふぐ）

 

グ料理が一般的になったのは、江戸

◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

■ ■◆■◆■ 

近、サクセス･ストーリー、いわゆる成

章を熟読すると落とし穴があったりす

 

日

初めごろからヨーロッパで温室鉢物と

して品種改良され、明治時代に里帰り

しました。 

 

科

原産地  日本・中国

栽培方法  

挿し木で増や

寒さに弱く暖地以外での

難ですが、 低５℃程度あれば冬越し

が出来ますので、鉢植えとして多く 

出回っています。 

鉢植え普通栽培での

で、花の終わった後枝を切り詰め、 

鉢の土を半分程度落として 

一回り大きな鉢に植え替えて

翌年も楽しめます。  

 

３

年よりも幼く見られがちの、明

無邪気な性格な人が多いようです。 

ただ、無邪気なあまり、知らず知らず

のうちに人を傷つけることもあります。

年齢相応の分別も忘れないこと。 

 

 

■

（どんしゅうの うおしりゅ

およがず）（故事成語）

の大魚は小さな川には 

棲（す）まないという意味から転じて、

大人物はつまらない者とは交わったり

しないということです。また、大人物

は高遠な志望を抱いて小事に拘（こだ

わ）らないということの喩えです。 

 

出

「呑舟之魚、不游枝流、

不集汚池」 

参

するほどの大きな魚、転じて、善悪共

に大人物・大物の喩えです。 

 

■

（とんでひにいるなつ

                  （慣用句） 

滅ぼすような禍（わざわい）の

中に進んで身を投ずること、みすみす

敵の餌食（えじき）になることの喩え

です。 

 

類

宵の虫の

出

「而飛蛾独投夜燭」 

参

で、その火に焼かれる虫という意味か

らです。 

 

■

「鰒（

がたくさん獲れる本場の

下関では「フク」と濁りません。それ

はフグの古語がフクで、「鰒（漢音で 

フク）」の字を当てていたからです。  

清音は中世日本語の特徴です。 

 

フ

時代の後期になってからで、このころ

は中毒死する人も多く、「河豚は食いた

いし命は惜しし」とか、「河豚食う無分

別、食わぬ無分別」といって恐れられ

ました。 

 

■

編 集 部 よ り 
◆■◆■◆■◆■◆■◆

 

最

功物語で投資を募る新型一攫千金が流

行っているようです。 

 

文

るのですが単純に感動したりすると、落

とし穴を見失ってしまいます。 

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 

mailto:clubnews@philjpn.com
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普通、ビジネスで本当に儲かっていたら、

して、さも、自分のビジネスに参加す

動したり、感心している場合ではあり

れでも、本当のビジネスマンはＧＯと

◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

緊急サービス情報 `】 

 

 警察 

トロマニラ   166 

9008 

 消防 

ニラ地区      527-3653 
6-2553 

 病院 

ニラ地区 
eneral Hospital 

8450 
Manila Medical Center  

マカティ地区 
al Center 

92-5544 
 
サイ地区 

 San Juan Dios 
9731 

 
ソン地区 

 Medical Center 
397 

De Los Santos Medical 
1 

St. Luke’s Medical Cent
-0301 

 
 在フィリピン日本国大使館 

） 
 
所：2627 Roxas Boulevard 

  

TEL： ５７１０   

ームページ  
.emb-japan.go.jp/

見知らぬ人に投資を呼びかけたりしな

いで、自分だけで稼ぎまくるのが常識で

す。儲けをわざわざ人と分かち合うとい

うことはありません。資金不足で投資を

募っているだけです。銀行に融資を申し

込んでも無駄な人は資金繰りに困ると、

直ぐに他人様の懐をあてにします。 

 

そ

ると、大儲けできるような口ぶりで誘い

ます。私は、そういう日本人を目の当た

りに見てきました。 

 

感

ません。正直に、ここがネックとなってい

て自分の力が及ばないので、資金的な

援助が必要だと言うべきでしょう。 

 

そ

思ったら投資すると思います。美味しい

話に飛びつかせ様としたり、飛びついた

りするのは素人です。事業など考えな

いで銀行利息で生活していって下さい。

(Sugar） 

 

■

 
 

【 

★

 
メ

マカティ            168 
マカティ警察署  899-
 
 
★

 
マ

マカティ地区  818-5150,81
パサイ地区      844-2120 
ケソン地区      923-0605 
 
 
★

 
マ

Philippine G

521-  
 その他の詳しい情報は 

絡下さい。 
ＢＳＴ ＰＨＩＬ

laza,845 

jpn.com

 523-8131 
Manila Doctor’s Hospital524-3011 

 

Makati Medic
815-9911/8

パ

Hospital De
831-

ケ

Quezon City
913-7
Center  
723-004
er  
723
 

★

（在マニラ日本国総領事館兼任

住

Pasay City, Metro Manila
1300 
５５１－

FAX：５５１－５７８５ 
 
ホ

http://www.ph
index_japanese_version.htm 
 
 
★

12 Floor, Metrobank Plaza 
Osmena Blvd., Cebu City 

 在セブ出張駐在官事務所 

255-0287 

 在ダバオ出張駐在官事務所 

avaoCity 

082）221-3100 

★ 外務省海外安全ホームページ：

Phillippines 
電話：（032）
 
 
★

Suite B305 3rd Floor  
Plaza de Luisa Complex 
140R. Magsaysay Ave. D
8000 
電話：（

 
 
 

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
 

★

下記にご連

．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate P
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail：clubnews@phil

 
■■■■■■■■ ■■■ 

IL-JAPAN NEWS JPは 
サービス

信申込・掲載希望等ご連絡は… 

■■■■■■

 

PH
無料のフィリピン情報メール

です。 
 
配

clubnews@philjpn.com
 
送

申し上げます。 
 

信先をお間違えの無いようにお願い

ＥＬ：７５２－７２４６ 

ドレスの変更は、 
ご連絡下さい。 

ュースPDF版 
.com/archive/PHIL-J

Ｔ

ＦＡＸ：８９３－３６５０ 
 
ア

変更前の旧アドレスも

 
ニ

http://www.philjpn
APAN_NEWS_JP_080303.pdf
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

「本間中将終焉の地 
修復計画」 

 

ＷＩＮＳは昨年、マレーの虎と呼

ばれた勇猛な武将、山下奉文大将

の終焉の地を修復いたしました。

本年は、その近くにある本間雅晴

中将の終焉の地を修復する計画が

ございます。 
修復費用のご寄付を募っておりま

すので、是非ご協力下さいます様、

宜しくお願いします。 
ご連絡先は、ＢＳＴまで 
 
電話番号：７５２－７２４６ 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
mailto:clubnews@philjpn.com
mailto:clubnews@philjpn.com
mailto:clubnews@philjpn.com
http://www.philjpn.com/archive/PHIL-JAPAN_NEWS_JP_080201.pdf
http://www.philjpn.com/archive/PHIL-JAPAN_NEWS_JP_080201.pdf

