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＜政治＞ 

 

◆ デ・ベネシア氏  

ラカスＣＭＤ党首職を辞任 

デ・ベネシア前下院議長は、与党の  

ラカス・クリスチャン・ムスリム民

主党、通称ラカスＣＭＤ党の党首を

自主的に辞任するという。デ・ベネ

シア氏の弁護人を務めるラカスＣＭ

Ｄ党の 元幹事長代理、ラウル・ラ

ンビノ氏は、マニラ・ホテルで月曜

日に行われる ラカスＣＭＤ党の全

国支部長総会にデ・ベネシア氏が出

席することはないと発表した。 

 

◆ 後任党首   

      ノグラレス下院議長 

月曜日、ノグラレス下院議長は、マ

ニラ・ホテルで行われたラカスＣＭ

Ｄ党の全国理事会において党首とし

て選出された。 

 

 

＜社会/全国＞ 

 

◆ ドゥルマティンのＤＮＡ鑑定   

近日中に発表 

タウィタウィ州で発見されたインド 

ネシア人テロリスト、ドゥルマティ

ンとみられる遺体のＤＮＡ鑑定の結

果が来週、発表される見通しだとい

う。  フィリピン国家警察、ＰＮ

Ｐのザンボアンガ半島にある犯罪科学

研究所の レニゾ所長によると、遺体

から摂取 された細胞組織は、２００

６年に国軍が保護したドゥルマティン

の２人の 息子のものと照合中である

という。 ＤＮＡ鑑定を行う為に、細

胞組織の サンプルが２月１９日にク

ラメ基地に持ち込まれていた。鑑定結

果は１ヶ月後を予定していたという。 

 

◆ 大統領府   

ストライキでも官公庁は通常業務 

月曜日、大統領府は、首都圏で火曜日

に交通ストライキが実施されるが、 

官公庁は通常業務であると発表した。

「火曜日の公務を中止する予定は  

ない」大統領府のスポークスマン代理

を務めるゴレス氏は、地元テレビ局に

対して携帯を通じたテキスト・メッセ

ージで公務の通常業務を伝えたという。 

 

◆ ロザダ氏  暗殺計画を公表 

政府とＺＴＥ社とのブロードバンド 

契約に生じた疑惑を調査する上院の 

重要証人、ロザダ氏を暗殺しようと 

大統領府が計画しているという嫌疑が

かけられた。ロザダ氏は市民に対して、

政府と中国ＺＴＥ社との間における 

契約の背後にある不正の事実を伝えて

いるが、この度、初めて地方を巡回し

て同様の講演することになった。この

初の地方講演の壇上で、ロザダ氏は、

暗殺計画の詳細を暴露したという。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３８８８（↓）

     ＄＝Ｐ４０．９１ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．４０３０（↓）

     ＄＝Ｐ４１．００ （↓）

※矢印はペソの動き（前日比） 
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● 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。 
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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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ロザダ氏によると、暗殺首謀者は、  

ロザダ氏を殺害させる為に、マニラ 

首都圏にある拘置所から服役囚を解放

したという。 

 

＜社会/首都圏＞ 

 

◆ 教育省ＮＣＲ 休校措置をとらず 

教育省の首都圏管轄本部は、１１日の

火曜日に、マニラ首都圏全土に渡って

交通ストライキが実施されるとしても、

休校措置を講じることは無いと発表し

た。教育省のマグノ広報担当官の発表

によると、教育省ＮＣＲのドゥマラン

タ部長は月曜日の午後４時半時点で、

マニラ首都圏における公立学校の全 

学年がストによって授業を休講とされ

ることは無いことを確認したという。 

 

◆「ストライキで公共交通機関 

１００％がマヒ」 主催者宣言 

火曜日に首都圏全域で予定されている

交通ストライキは、１００％の市民の

足をマヒさせることが見込まれている

という。月曜日、主催者が発言した。

パサン・マスダの全国総代を務める 

ロベルト・マーティン氏によると、  

殆ど全ての交通関係に従事している 

労働者がストライキに参加する意思を

表明していることから、公共交通機関

を完全に停止状態とするとになるとい

う。 

 

◆ ＭＲＴ・ＬＲＴ   

ラッシュアワー時のダイヤ拡大 

首都圏高架鉄道システム、ＭＲＴと 

軽量高架鉄道システム、ＬＴＲは火曜

日、マニラ首都圏全域において交通 

ストライキで立ち往生する可能性が 

ある通勤客を輸送する為に、運行時間

を改訂すると発表した。月曜日、地元

テレビ局が報じたところによると、 

朝のラッシュ・アワーは通常の午前 

７時から９時までの２０車両列車運行

の時間帯を午前１１時まで延長し、 

午後のラッシュアワー時も１時間延長

することになるという。夜のラッシュ

アワー時のダイヤは通常の午後５時か

らではなく、午後４時から開始され、

午後７まで継続するという。また、  

オフピークの時間帯は、１２車両列車

が運行するという。 

 

◆ 首都圏警察の車両   

通勤客を無料輸送 

月曜日、マニラ首都圏警察管轄本部、

ＮＣＲＰＯは、公共交通機関の団体に

よる交通ストライキの影響を緩和する

為に、マニラ首都圏で警察の公用車両

数百台を配備すると発表した。ＮＣＲ

ＰＯのスポークスマン、セルモニア 

広報担当官によると、ケソン市警察管

轄本部は、立ち往生した通勤客の為に

少なくとも１９２台の多目的車両を 

用意したという。 

 

◆ 火曜日  カラーコード停止 

マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡは

火曜日に予定されている交通ストライ

キによって立ち往生するかもしれない

人々の問題を緩和する為に、一般車両

に対する通行規制、いわゆるカラー 

コーディングを一時的に撤廃すると 

発表した。 

 

◆ ＬＲＴ・ＭＲＴ  

ホーリーウィーク中の運行停止 

軽量高架鉄道システム、ＬＲＴと首都

圏高架鉄道システム、ＭＲＴは、ホー

リーウィーク中の運行を停止すると 

発表した。 

 

◆ パラニャケ市 火災 

パラニャケ市で廃品回収業者の店舗と

民家４棟が焼失する火災が発生し、 

およそ５００万ペソ相当の被害が生じ

たという。この火災による負傷者は 

いない模様。 

 

◆ パサイ市   

ハイスクール卒業生転落事故 

日曜日、パサイ市にあるホテルの７階

からハイスクールの卒業生が転落して

死亡した事件を受けて、警察当局が 

捜査を続けている。死亡したのは、  

モンティンルパ市アラバンにあるデ・

ラサール・ゾベルのアンブロシオ・  

グレゴリオ・ロブレスさん１７歳。  

ロブレスさんは金曜日に行われた卒業

謝恩会の後、級友５人と共にパサイ市

にあるソフィテルの６５３号室に  

チェックインしていた。ホテルの巡回

警備員によると、午前３時にプール 

近くでロブレスさんの遺体を発見する

以前に、大きな落下音を聞いたという。 

 

◆ マニラ首都圏の貧困世帯   

水道料金２０％割引 

ブンイェ報道長官によると、マニラ 

首都圏の低所得世帯における水の使用

量が１０立方メートルに達しない世帯

に限って月曜日から水道料金が２０％

割引されるという。ブンイェ報道長官

は、今月の割引に加えてペソ高ドル安

によって来月も割引が実施される予定

であると説明した。 

 

＜外交＞ 

 

◆ 日本   

ミンダナオ島への開発支援 

日本政府は、復興と開発の為に、日本・

バンサ・モロ共同イニシアティブ、  

略してＪ-ＢＩＲＤの傘下における 

９つのプロジェクト、総額２３８０万

ペソの支援を供与することが発表され

た。月曜日、大統領府和平推進担当  

顧問事務局の発表した声明によると、

９つのプロジェクトの中には、教室や

保育センター、訓練センター、イスラ

ム・コミュニティセンターの開発、  

井戸水による配水システムの構築が 

含まれているという。 

 

  

 

（ 提供: Early Bird News Service ） 

 

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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【 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。 

 

《 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 】 
 

フィルジャパン ニュースの配信方法が

変わります。 

 

３月１０日（月）より「まぐまぐ」の配信 

システムを利用しております。 

 

会員の皆様には、お不便をお掛け致し

ますが、下記アドレスより 

 

登録の手続きをお願いいたします。 

 
http://www.mag2.com/m/0000260019.html 

 

尚、従来通りメール・アドレスをお知らせ

頂ければ 

 

当社にて登録代行させて戴きます。 

 

現在の配信システムは３月３１日を  

もって終了致しますので 

 

出来るだけお早めに、登録手続きを  

お済ませ下さいます様、 

お願い致します」 

 

 

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 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

人間とは・・・ 

かくも恐ろしい生き物であるということを 

実感しましたよぉ～っ！！(＠_＠;) 

猛獣よりも怖いかもしれません・・ね・・・ 

いやぁ～・・・ほんとに・・・・ 

お金持ちの欲張りには呆れ果ててしま

います。お金は大切ですが目を眩ませ

てはいけません。人間の心を捨てて  

までお金に執着している人には近づか

ない方が良いということに気づかされま

した。困っている人を助けるどころか 

利用して、のし上がる・・・いやはや・・・

こういう類は地獄で炎に焼かれるんで 

しょうね・・・えっ？誰のことですかっ

て？それは、ひ・み・つ・・・・なんです。

不特定多数に公開すると誹謗中傷・名

誉毀損で告訴 されてしまいますから。 

個人的には教えますよ、ビジネス上の

参考になると思います。必ず！(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza,845 
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail：clubnews@philjpn.com

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:clubnews@philjpn.com
mailto:info@friendshipmanila.com
http://www.mag2.com/m/0000260019.html
mailto:clubnews@philjpn.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

