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フィリピン・ニュース

＜夕刊＞
◆ アロヨ大統領への提案 －元閣僚
火曜日、政府要職の経験者達はアロヨ
大統領に対して、自身の汚職防止への
決意の実行を示す様にと呼びかけた。
この呼びかけには、政府の真実を追及
するというアロヨ大統領の公言を示す
為にとるべき５つの具体的な方法が
推奨されている。
「ハイアット１０」を
含む政府上級高官職の経験者達６１名
は声明文の中でアロヨ大統領に５つの
具体案を提示したという。

● 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。

３．このプロジェクトを率いた運輸
通信省のメンドーサ長官とフォルモソ
補佐官を停職処分とすること
４．環境天然資源省のアティエンザ
長官、フィリピン国家警察、ＰＮＰの
ラゾン長官、ガイテ官房長官代理、
ニノイ・アキノ国際空港のアトゥトゥ
ボ所長代理、マスカリナス警視正と
いったＺＴＥ社との契約疑惑の証人と
なったロザダ氏の証言を妨害しようと
した容疑のある全ての者を停職処分と
すること
５．今後、ロザダ氏の様に汚職容疑の
捜査において証言しようとする人物に
対して、更に嫌がらせをする法務省や
環境天然資源省、そして国家捜査局、
ＮＢＩや国税局、ＢＩＲによる嫌がら
せの試みをやめさせること。

２．ＺＴＥ社とのＮＢＮプロジェクト
契約に関するＮＥＤＡの議事録をはじ
めとする全ての公的記録を上院に届け
て公開する様にと命じること

◆ 大統領府
野党側の提案を無視
火曜日、大統領府は、閣僚経験者達が
アロヨ大統領に対して、中国ＺＴＥ社
との全国ブロードバンド・ネットワー
ク・プロジェクトに関する契約におい
て、アロヨ政権を取り巻く汚職疑惑に
取り組む為の提案を無視した。地元
テレビ局の報道番組が報じたところに
よると、エルミタ官房長官は、この
グループについて、現政権の弱体化を
狙って行動しているだけであると発言
したという。

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/

◆ アロヨ大統領への提案
５つの事項
１．社会経済企画庁、ＮＥＤＡの元
長官、ネリ氏に対して、制約・制限を
せずに上院での調査における証言を
再開する様にと命じること

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￥＝Ｐ０．３８４６（↓）
＄＝Ｐ４０．３６ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３９２５（↓）
＄＝Ｐ４０．５５ （↓）
※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】
◆ アロヨ大統領の夫
行政監察院の調査に協力
火曜日、アロヨ大統領の夫、ホセ・
ミゲル・アロヨ氏は、全国ブロード
バンド・ネットワーク・プロジェクト、
ＮＢＮに関する行政監察院による公聴
会に出席した。
◆ ７７名の市町村長
アロヨ大統領への支持表明
フィリピン全土の市町村の首長、合計
７７人は、アロヨ政権を揺るがして
いる汚職疑惑の中、アロヨ大統領を
支持する公約に署名したという。
◆ ラグナ州 腸チフス発症例減少
ラグナ州カランバにおける腸チフス
発症事例は、流行が始まってから
約１ヶ月経過した現在、ようやく減少
傾向にあるという。しかし保健省は、
流行の危険性が完全に無くなった訳で

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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はないとして警戒を緩めない方針だと
いう。火曜日、保健省のドゥケ長官は
ラジオ放送局のインタビューで、治療
を求める患者が大幅に減少してはいる
が、罹患した患者の人数が流行レベル
と見なされる数字を保っていると説明
した。
◆ バレンズエラ州トラック強奪犯
逮捕される
バレンズエラ州警察本部は、ナボタス
で先週、１００万ペソ相当の缶詰を
運搬中の貨物トラックを強奪した容疑
で３人の男を逮捕した。
◆ 友人の子供を虐待 １人死亡
マニラ市ビノンドで行われた囮作戦で
３７歳の主婦が警察当局に逮捕された。
逮捕された主婦は昨年６月に友人から
預かった２人の子供を返して欲しけれ
ば４万５千ペソを払う様に要求したと
いう。フェイ・バラサバス容疑者は、
被害者のロセリン・グメラさん２１歳
の３歳と生後１１ヶ月になる２人の子
供達をグメラさんに返す前に現金を
要求したという。バラサバス容疑者は
逮捕された際、警察官を混乱させよう
として子供達がカガヤン・バレーに
いると嘘をついていた。しかしながら
取り調べを進める中で、グメラさんの
１１ヶ月の子供は既に死亡している
こと、そして３歳の男の子は、マニラ
市パロラにある自分の父親の所にいる
と自供した。この男の子は警察官に
よって救出されたが虐待された痕跡が
あるという。
◆ 南カマリネス州とアルバイ州
洪水で全国テストが中止に
月曜日、アルバイ州と南カマリネス州
の一部の洪水状態が続いていることか
ら教育省は予定していた小学３年生の
全国到達度テスト、
ＮＡＴを中止した。

◆ 沖縄フィリピン人女性強姦事件
急進派団体が抗議運動
火曜日、沖縄でアメリカ兵に強姦され
たフィリピン人女性の為に正義を求め
るフィリピン国内の政治運動家達は、
アメリカ大使館前にピケを張った。
およそ３０人の左派系の政治運動家は、
紙製のアメリカ国旗を燃やし「アメリ
カは帝国主義だ。ナンバーワンのテロ
リスト国家である」とシュプレヒコー
ルを唱え、短時間に渡って警察の暴動
鎮圧隊と揉み合いとなった。

＜日刊＞
◆ 大統領令第４６４号撤廃を
呼びかける －副大統領
大統領令第４６４号は、政府の疑惑
問題に関する情報を知る人物が真実を
明かすことを禁じているという。月曜
日、デ・カストロ副大統領は、アロヨ
大統領によって下された問題の大統領
令を撤廃する様にと呼びかけた。
◆ デ・ベネシア下院議員
ラカス党首に執着
ニューヨークに滞在中のデ・ベネシア
氏は、闘わずしてラカス党の党首職を
失うことはあり得ないと発言した。
パンガシナン州選出のデ・ベネシア
議員は先月、安易に下院議長の席を
降りたが、この度、与党ラカスＣＭＤ
の党首として留まる為に闘うという。
◆ 兵士のクーデター参加募集
－国軍
国軍のある旅団は先週の金曜日に基地
を抜け出してマカティ市で行われた
集会への参加を試みていたが阻止され
たという。月曜日、国軍の参謀総長が
発表した。

さくらグループ

-2◆ より大規模な抗議集会を公約
－野党勢力
金曜日の抗議集会に大勢の人々が参加
したことにより、加速度的な効果が
期待出来るとして、野党連合、ＵＮＯ
は今後、もっと大規模な抗議行動を
展開すると公約した。ＵＮＯのスポー
クスマン、タマノ氏は、
「次回の反アロ
ヨ集会が間違いなく、より大きく、
より組織立ったものとなる」と発言し
た。
タマノ氏は、
次回の集会について、
日時や場所を明確に発表しなかったが、
その規模については、８万人が集まっ
たとされる２月２９日にマカティ市で
行われた集会よりも、更に大きくなる
だろうということを強調した。
◆ マニラ首都圏住民
集会参加に消極的
アロヨ大統領を始めとするＺＴＥ社と
締結した疑惑のＮＢＮ契約に関与した
とされる閣僚を支持しない人が増えて
いるにも拘わらず、最新のパルス・
アジアによる世論調査では、マニラ
首都圏の住民の内、この問題に関与し
た閣僚の辞職を呼びかける抗議行動に
参加する意志がある人は僅か１６％に
留まる結果となった。
◆ 抗議行動
７割が理解を示す
２月２１日から２４日にかけて実施
されたパルス・アジアによる世論調査
の結果では同時に、マニラ首都圏住民
の１０人中７人にあたる６９％は、
ＺＴＥ社とのＮＢＮ契約における疑惑
に関与した閣僚に辞職を呼びかける
集会やデモ行進といった抗議行動を
支持する意欲があるということが示さ
れた。
◆ 銃火器禁止令 解除
月曜日、警察当局は、１週間前に施行
した全国的な銃禁止令が火曜日の午前
中に解除されると発表した。

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

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

2008/03/04

ＮＥＷＳ

◆ アロヨ大統領に
ヤジを飛ばしたグループ 逮捕
月曜日、ラグナ州で行われた集会で
アロヨ大統領が演説を始めようとした
ところ、９人の男女が大統領に野次を
飛ばし、逮捕された。報道によると、
アロヨ大統領は、ラグナ州カランバで
行われたフィリピン人女性の役割に
関する全国評議会のプロジェクト発足
式を祝してアロヨ大統領が風船を空に
放った直後に、一塊の人々が「アロヨ
大統領退陣！」と叫んだという。
◆ アダムソン大学
ロザダ氏を大歓迎
アロヨ大統領に対する殺伐とした歓迎
と全く対照的だったのは、マニラ市
アダムソン大学で行われたフォーラム
に出席した上院の証人、ロザダ氏への
歓迎だった。同大学の学生は、ロザダ
氏を大歓迎したという。ロザダ氏が
「アロヨ大統領を２０１０年まで大統
領の席に留まらせるのか？」と問いか
けると、学生達はとても大きな声を
揃えて「ノー」と答えたという。
◆「番組は無料参加」
ワゥワゥウィー入場券
ＡＢＳ-ＣＢＮが放送している正午の
ゲーム番組「ワゥワゥウィー」の制作
スタッフは月曜日、スタジオ参加希望
者達から入場料を徴収したことはない
と説明した。パンパンガ州のハイスク
ールの教師１０人がＡＢＳ-ＣＢＮの
職員を装った男に騙されて、同番組の
観覧とゲーム参加のチケットを売り
つけられたと通報してきたことから
同番組の制作スタッフが説明したと
いう。

（ 提供: Early Bird News Service ）

-3ダウンロード可能です）
http://www.jodc.or.jp/

【 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 》
☆ 財団法人海外貿易開発協会からの
お知らせ
貴社も補助金を受けられる！？貴社親
会社の技術者も、外部の技術者も対象
です。
ＪＯＤＣについて‥‥ＪＯＤＣは、
１９７０年に設立された経済産業省
認可法人です。経済産業省の補助金を
受け、開発途上国等に対する専門家派
遣事業を実施しています。１９７９年
以来、５９ヶ国に対して、約５８００
名の専門家を派遣しています。
制度概要
・対象企業：在フィリピン日系企業、
日本企業と資本・商取引関係がある
ローカル企業
・対象指導内容：製造技術、経営・
生産管理技術等
・派遣期間：原則１ヶ月から２年以下
・補助となるもの：派遣に必要な経費
（旅費、滞在費等）の３／４相当を
ＪＯＤＣが補助（補助率は日本企業の
規模等により異なります）
・手続き：日本企業とご相談の上、
日本企業からＪＯＤＣへまず最初に
調査票を提出してください
（調査票はＪＯＤＣホームページより

お問合せ先：
財団法人海外貿易開発協会
（ＪＯＤＣ）
本部／バンコク事務所
Tel:+91-3-3549-3051
（本部・派遣業務部）
+66-2-255-2370
（バンコク事務所・西牧）
E-mail: infomation@jodc.or.jp
☆ 宅配マンゴー
新しく来られた方、
また帰国される方、
日本のお世話になった方への
大変喜ばれる贈り物です。
御注文より、１～２週間でお届けいた
します。到着日指定、のし各種お受け
いたします。
５ｋｇ（２０～２４個入り）
Ｐ３０００
２.５ｋｇ（１０～１２個入り）
Ｐ１９００
御注文はこちらへ
Queen Rich Fresh Foods, Inc.
Unit-233 Mile Long Building,
Amorsolo cor. Javier St.
Makati City
Tel. 02-818-9195 Fax. 02-818-9073
Cell. 0920-909-1340 担当：湯川
E-mail: yukawa@dsapi.com.ph
☆ Frank Woeste Trio Concert
Alliance
Française
and
Goethe-Institut 共催によるフレン
チ・ジャーマン・ジャズトリオ「Frank
Woeste Trio」のコンサートです。
日時：３月５日（水）午後８時
場所：Alabang Town Center

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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Alabang Commercial Corporation
Alabang-Zapote Road, Muntinlupa
連絡先：895-7585 / 895-7441

《 明日です 》
● 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
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。
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のカーテン（英語：Iron Curtain ）が
降ろされた。中部ヨーロッパ及び東ヨ
ーロッパの歴史ある首都は、すべてそ
の向こうにある。
」と、述べた事によっ
て、東西冷戦の緊張状態を表わす言葉
として盛んに用いられました。
その後、
ヨシップ・ブロズ・チトーが指導して
いたユーゴスラビアやアルバニアが社
会主義国でありながらも東側陣営から
離脱して非同盟の動きを見せたり、ド
イツの東西分裂により生まれたドイツ
民主共和国（東ドイツ）が発足後に東
側陣営へ組み入れられるなどして、境
となる線は何度か変化しています。

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/

【 明日は何の日？ 】

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/

■ 日本のナゼだ？！
<一寸法師は鬼を退治したあと、
どうなった？>
室町時代の『御伽草子』によると、
「一寸法師」の物語は、次のように
なります。一寸法師は、お椀の舟に箸
の櫂をこいで京の都へ上ります。そこ
で三条宰相に召し抱えられ、三条宰相
の娘にひと目惚れして一芝居打ちます。
神前に供える米を眠っている娘の口に
なすりつけ、泣き叫んだのです。そし
て
「姫様がとって食べちゃったんです」
と訴えると、宰相は「そんな娘を都に
はおいておけない」と、二人で難波に
追放されます。ところがその道中、
嵐に遭い孤島へ追放されます。
そして、
その島の鬼と針の剣で戦い、退治しま
す。
鬼が忘れていった打ち出の小槌で、
背の高い青年に生まれ変わります。

ウィンストン・チャーチル

■ チャーチルが
「鉄のカーテン」演説を行う
（１９４６）
１９４６年（昭和２１年）３月５日、
イギリスの前首相であったチャーチル
が、アメリカ大統領トルーマンに招か
れ、アメリカのミズーリ州フルトンの
大学で行った演説の中で、
「バルト海の
シュテッティンからアドリア海のトリ
エステまでヨーロッパ大陸を横切る鉄

【 いまさら人に聞けない疑問 】

【 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。

ここまでのストーリーは知っていても、
その後の一寸法師の消息を知る人は
少ないでしょう。姫と二人、京へ戻っ
た一寸法師は、帝に呼ばれて宮中へ
参内します。そこで先祖を調べると、
祖父はかつて無実の罪で流人となった
堀河中納言の息子、祖母は伏見少将の
子だったことが判明します。
そこで、帝は一寸法師をとりたて堀河
少将とします。それから、一寸法師は
故郷の難波から父母を呼び、三人の
子供に恵まれて中納言にまで出世しま
した。

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

ＮＥＷＳ

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 選挙権はあるけれど…政治⑥
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・・・
漏洩（ろうえい）
「ろうせつ」と読むこともあります。
秘密が漏れること、秘密を漏らすこと
です。
「自衛隊の防衛機密が漏洩した」
などと使います。

【 明日の誕生花 】
■ ３月５日の誕生花
君子蘭（くんしらん）
Clivia miniata

2008/03/04
て突飛な行動にでるということがまず
ありません。そのせいか若い頃から老
成していると見られがち。本当は大き
な夢をもっている、まれに見るロマン
チストです。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 鳶が鷹を産む
（とんびがたかをうむ）
（ことわざ）
普通の親から、すばらしい子が生まれ
る喩えです。
参考：どこにでも住んでいる鳶が力の
強い鷹を産む、という意味からです。
「とんび」は「とび」ともいいます。
■ 鳶に油揚げをさらわれる
（とんびにあぶらあげをさらわれる）
（慣用句）
大切なものや、とうぜん自分のものに
なると思っていたものを、わきからふ
いにとられることの喩えです。
参考：手にしていた油揚げを、飛んで
いる鳶に奪い取られるという意味から
です。
「とんび」は「とび」ともいいま
す。

花言葉 貴い
君子蘭と書きますが、ランの仲間では
なくヒガンバナ科の常緑多年草。美し
い花をユリに見立てるヨーロッパでは、
スカーレット・カファー・リリーと呼
ばれます。
科名
ヒガンバナ科
原産地
南アフリカ
栽培方法
実生または株分けで増やします。寒さ
と、高温・多湿、夏場の直射日光に弱
く、また花芽も５～１０℃の低温に２
ヶ月程度あわないと伸びないなど、栽
培は比較的困難です。開花期は３～４
月で、タネまきや株分け後、開花まで
数年を要し、
肥料も多く必要とします。
３月５日生まれのあなたは・・・
非常に理性的なタイプ。感情的になっ

【 知ってなるほど 】
■ 「談天彫竜」とは宏遠で
博大な議論をたたかわすこと！？
漢字の四字熟語がすべて中国から来た
ものと思うのは大間違いです。江戸期
までの漢学者は独創的なものをほとん
どつくりませんでしたが、明治に入る
と日本製のものが次々につくりだされ
ていきました。
福沢諭吉もその一人で、
独特なものをたくさんつくっています。
「談天彫竜（だんてんちょうりゅう）
」
というのも福沢の作で、天を語り、竜
を彫るということは、宏遠で博大な議
論をたたかわすことをいったものです。
世の中には高邁な政談を語る人もいれ
ば、いろいろな労働に従事する人もあ
って、自分の得意とするところを発揮
せよといています。

-5■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
またトロンを買ってしまいました。本日
は昼食抜きだったので自分を許します。
熱々だったのに・・・仕事中でしたから直
ぐに食べられず結局、冷めてしまいまし
た。今朝は医者から警告その１のイエロ
ーカードを受け取ったばかりだというの
に・・・・・・(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
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
★ 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

