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★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

【 本日の主なニュース 】 

＜政治＞ 

◆ ＮＢＮ調査の新証人ではない  

－マニャラック氏 

◆ 運輸通信相 ＺＴＥ契約を擁護 

◆ ラカス党創立 悔恨の思いは無い  

－前下院議長 

◆ アキノ元大統領  

ＣＢＣＰに再考を求める 

◆ 宝くじ  

賞金額１億４千万ペソを超過 

＜首都圏社会ニュース＞ 

◆ 火曜日  交通ストライキ 

◆ スト対応の準備完了－ＮＣＲＰＯ 

◆ ストの影響を緩和 公用車派遣  

―大統領府 

◆ 強盗容疑者 自宅で撃ち殺される 

◆ マラテ地区  

レストランの店長が調理人を射殺 

◆ タギグ市  

２０００人の女性が行進に参加 

＜地方ニュース＞ 

◆ 腸チフス流行続く   

未だ原因の特定が出来ない 

◆ 東ビサヤ地域   

洪水・地滑りに要注意 －気象庁 

＜経済＞ 

◆ エコゾーンや自由貿易港の企業   

登録事業以外の収入は課税対象 

＜外交＞ 

◆ ミャンマー政府に選挙監視団体の 

受け入れ要請 －アロヨ大統領 

＜スポーツ＞ 

◆ パキアオ選手  順調な減量 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

 

＜政治＞ 

 

◆ ＮＢＮ調査の新証人ではない  

－マニャラック氏 

上院が政府とＺＴＥ社とのＮＢＮプロ

ジェクトに関する契約疑惑を調査する

にあたり、フィリピン国家石油公社、

ＰＮＯＣのエドゥアルド・マニャラッ

ク元社長が も新しい証人となるだろ

うと、火曜日、大手日刊新聞の一面で

報じられた。マニャラック元社長は 

日曜日、この報道を明白に否定する 

声明を発表した。地元テレビ局宛に 

送付された声明文によると、上院の 

ブルーリボン委員会の公聴会において

マニャラック氏の証言が予定されて 

いるとインクワイラー紙が報じた記事

の内容は事実無根であるという。 

 

◆ 運輸通信相 ＺＴＥ契約を擁護 

数人の政府高官は、破棄された中国 

ＺＴＥ社とのＮＢＮ契約を擁護し、 

上院の調査における証人となったロザ

ダ氏とデ・ベネシア三世氏について、

アロヨ政権を不利な立場とする様に 

仕向けているとして痛烈に非難した。

ＺＴＥ社との契約を扱った運輸通信省

のメンドーサ長官は、「現在、我々が 

直面している問題は、全て作り話で 

ある」と主張した。 

 

 

◆ ラカス党創立 悔恨の思いは無い  

－前下院議長 

月曜日に行われる与党ラカス・クリス

チャン・ムスリム民主党の全国支部長

総会でデ･ベネシア全下院議長が党首

職を失うことが予想されている中、 

前下院議長は、同党を創立したことに

ついて後悔していないと発言した。 

 

◆ アキノ元大統領  

ＣＢＣＰに再考を求める 

フィリピン・カトリック司祭会議、  

ＣＢＣＰは原則として、アロヨ大統領

の退陣を要求しないという立場を貫い

ている。これについてアキノ元大統領

はＣＢＣＰが再考慮することを祈ろう

と国民に呼びかけた。マニラ市タフト

通りにあるデ・ラサール大学で行われ

たミサで、アキノ元大統領は現在も 

ＣＢＣＰが考えを変えることを期待 

していると語ったという。 

地元のテレビ局が報じた。 

 

◆ 宝くじ  

賞金額１億４千万ペソを超過 

フィリピン慈善宝くじ局、ＰＣＳＯの

スーパーロット６／４９の賞金は、 

当選者が未だ決まらないことにより 

賞金額が増え続けている。この６桁の

番号を当てる「くじ」の当選発表が  

日曜日に行われたが、正確に番号を 

予想した人は誰もいなかった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午前１０時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３８４９（↓）

     ＄＝Ｐ４０．６１ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．３９７５（↓）

     ＄＝Ｐ４０．７５ （↓）

※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 

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 
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ＰＣＳＯは午後９時半の抽選後も誰も

当選しなかったことをホームページで

発表した。 

現在の賞金額は 

１億４０５３万８２０７.６０ペソだ

という。 

 

 

＜首都圏社会ニュース＞ 

 

◆ 火曜日  交通ストライキ 

日曜日、公共交通機関の運転手や運行

会社は、石油の値上げと地方自治体の

条例に抗議して火曜日、マニラ首都圏

全域における交通ストに踏み切る予定

であると発表した。このストライキ 

主催者側によると、ジプニー運転手と

運行会社の他タクシーやトライシクル、

ペディキャブ（自転車タクシー）も火

曜日のストライキに参加するという。 

 

◆ スト対応の準備完了   

－ＮＣＲＰＯ 

石油製品の値上げと政府や地方自治体

によって発行されている交通違反切符

に抗議して複数の交通機関団体が火曜

日、マニラ首都圏全土で交通ストライ

キを計画している。これを受けて、  

マニラ首都圏警察管轄本部、ＮＣＲＰ

Ｏでは、警察官１万５千名が警戒を 

強化するという。 

 

◆ ストの影響を緩和 公用車派遣  

―大統領府 

大統領府は明日火曜日に行われるスト

ライキへの対策として、公用車を派遣

し、マニラ首都圏全土における交通 

ストライキの影響を緩和する様にと 

関係政府機関に命じたという。 

ファハルド大統領府スポークスマン 

代理は次のメッセージをテキスト送信

した。「政府は、公用車を利用して無料

の運行を提供する等、交通ストライキ

の影響を緩和する対策を講じること」 

 

 

◆ 強盗容疑者 自宅で撃ち殺される 

土曜日の夜、刑務所から 近出所した

ばかりの強盗容疑者がケソン市の自宅

で２人の暗殺者によって撃ち殺された。

ロベルト・ハルデニアさん４０歳は、

身体に数発の弾丸を撃ち込まれたこと

により死亡した。 

被害者の妻、ラズさんが警察の捜査官

に説明したところによると、夫婦が 

午後９時頃に就寝しようとしたところ、

突然、２人の男が自宅に押し入って 

被害者に向けて発砲したという。 

 

◆ マラテ地区  

レストランの店長が調理人を射殺 

日曜日の午前４時頃、マニラ市マラテ

にあるバーの前で、アルコールと口論

が原因とみられるトラブルからレスト

ランの店長が調理人を撃ち殺すという

事件が発生した。被害者は、レディー

Ｍ・ＫＴＶで調理人として働いていた

アルベルト・ビリヤヌエバさん４８歳

で、身体に複数の銃弾を受け即死した。

警察当局の発表によると、加害者は、

犯行現場となったマラテのジュマン 

ジェル・バーの店長、ラミル・オカン

ポ容疑者４０歳だという。 

 

◆ タギグ市  

２０００人の女性が行進に参加 

土曜日、タギグ市で、およそ２千人の

女性が女性月間を記念すると共に、 

市内にある女性保護センターの資金 

集めの行進に参加した。この行進は、

タギグ市の各地から集まった女性が 

女性問題を始め女性の権利拡大や雇用

促進への理解を深めてもらうことを 

呼びかけるものだったという。 

 

＜地方ニュース＞ 

 

◆ 腸チフス流行続く   

未だ原因の特定が出来ない 

ラグナ州カランバ市で腸チフスの流行

が蔓延し続けていることで、既に混雑

している公立病院に更に患者が詰め 

かけている状況だ。政府と地元の保健

担当官によると、腸チフスが流行して

いる原因が特定出来ないでいるという。

金曜日、６カ所の病院に新たに７４人

が入院した。 

カランバ市における腸チフス患者の 

総数は１４３６人となり、その内  

６６４人が入院しているという。  

カランバ市保健事務局スポークスマン

のラブロ医師が発表した。 

 

◆ 東ビサヤ地域   

洪水・地滑りに要注意 －気象庁 

寒冷前線の末端部分が広がっている 

ことから、東ビサヤ地域では、鉄砲水

や地滑りが引き起こされる恐れがある

という。日曜日の夜、気象庁が警戒を

呼びかけた。 

 

 

＜経済＞ 

 

◆ エコゾーンや自由貿易港の企業 

  登録事業以外の収入は課税対象 

内国歳入局、ＢＩＲは、フィリピン   

全土における特別経済地区や自由貿易

港に入居している企業も収入印紙税、

付加価値税、物品税の対象となると  

いう新たな通達を発行する予定だと 

いう。ＢＩＲのヘフティ局長が発表  

したところによると、全国にある特別

エコゾーンや自由貿易港に入居して 

いる企業の収入の内、登録した事業に

関係の無い事業によって得た収入は、

国家内国歳入法、ＮＩＲＣによって  

定められている通常の課税対象となる

という。 

 

 

＜外交＞ 

 

◆ ミャンマー政府に 

選挙監視団体の受け入れ要請  

            －アロヨ大統領 

ミャンマーでは５月に選挙が行われる

ことから、国連は海外からの選挙監視

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 

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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組織を受け入れる様にと提案した。  

しかしながらミャンマー政府はこの 

提案を拒否した。 

日曜日、アロヨ大統領は、ミャンマー

政府の決定を受けて、ミャンマーに  

おける５月の選挙が民主主義や東南 

アジア地域にとって悲しい一日になる

と発言した。 

 

＜スポーツ＞ 

 

◆ パキアオ選手  順調な減量 

７週間に渡ってロード・トレーニング

やジムにおける地獄の様なトレーニン

グを終えたフィリピン人のボクシング

世界チャンピオン、マニー・パキアオ

選手の体重は、公式数値として１５０

ポンドから１３３ポンドにまで絞り 

込まれたという。ラスベガスで行われ

るマルケス選手との再対戦に備えて、

１週間後に計量を控えている同選手は、

１３０ポンドの体重制限に合格するこ

とに何ら問題が無いと自信を示した。 

 

 

 

 

 （ 提供: Early Bird News Service ） 

 

 

 

《 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

 

【 ＢＳＴからお知らせ 】 
 

本日から新規ニュース配信方式を 

導入いたします。 

このＰＤＦ版は３月末までです。 

 

ビデオのダビング･サービスを承って

おります。 

 

ＶＨＳからＤＶＤに変換することも

可能です。 

 

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。 

 

イベント撮影も承っております。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

皆さま、 

週末はいかがお過ごしでしたか？ 

私は土曜日の大掃除でヘトヘトになって

日曜日は腰痛で寝ていました。(ーー;) 

 

ところで、本日のニュースですが 

パキアオ選手の試合は確か３月１６日

でしたっけ・・・ 

体重制限１３０ポンドよりも３ポンドも 

多い！でも３ポンドの減量は管理下に

あるということなんですね・・・・羨ましい

というか・・その自信に敬意を表します。 

 

激しい運動をしながらの減量ですから

ね・・・・・・わぁ～・・・想像しただけで大変

そうです。 

私なら倒れてしまうかもしれません。 

（苦笑） 

そして私の場合は、運動したんだからと

いう言い訳をしながら、きっと好き放題

に色々なものを必要以上に食べてしま

いそうです。 

絶対にミリオンダーラー・ベイビーには

なれない私です。(^_ ;̂)  (Sugar） 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

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/

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:info@friendshipmanila.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

