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フィリピン・ニュース

● 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。

＜政治＞
◆ ＺＴＥ社との契約
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◆ 大統領令により スト中止
◆ 国軍と警察 警戒レベル引き下げ
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◆ 下院委員会 従軍慰安婦問題で
日本政府に謝罪を要求
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

全面破棄
を求める
エスクデロ上院議員は、問題の渦中に
あるＺＴＥ社と取り交わしている全て
の取引について「片務的に破棄」する
様にと呼びかけた。ＺＴＥ社は、全国
ブロードバンド・ネットワーク・プロ
ジェクトの契約の他に、フィリピン
国内における４つのプロジェクトに
対して資金、並びに、技術供与を実施
する予定となっていた。
「ＺＴＥ社と
取り交わした全て契約を完全に破棄
すべきだ」エスクデロ上院議員は、
この様に述べた。

◆ ＮＢＮ契約の見返り
「知らなかった」－新証人
火曜日、技術者のレオ・サン・ミゲル
氏は、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
の計画上における契約の見返りや水増
しについて、何も知らなかったという
立場を貫いた。しかしながら、この
契約に関して何らかの金銭的な授かり
物が含まれていると聞いていたことを
認めた。公聴会が休会してからサン・

本日のレート

午後４時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．３８８１（↑）
＄＝Ｐ４０．７６ （↑）
市中両替所￥＝Ｐ０．３９９０（↑）
＄＝Ｐ４１．００ （→）
※矢印はペソの動き（前日比）

ミゲル氏は、この契約で金儲けをする
のだとルベン・レイエス氏から言われ
たことを認めた。しかしながら、レイ
エス氏は、契約料金が水増しされてい
た可能性について示唆した事実は無い
と報じられている。

◆ 証人の汚職否定
ラクソン上院議員が驚く
ラクソン上院議員は、自身が招いた
「切り札となる証人」が上院で１２時
間に及ぶ長時間の公聴会の席上で、
議員達の追及やその他の情報筋による
証言があるにも拘わらず、ＮＢＮ契約
に関わる賄賂について直接的な知識を
持ち合わせていないと証言したことに
驚きを隠せなかった。連日続けられて
いる調査の中、この日は、ＺＴＥ社の
コンサルタント、レオ・サン・ミゲル
氏が「切り札となる証人」であると
ラクソン上院議員が認めたところから
開始された。ケーブル・テレビ局の
役員を務めていたサン・ミゲル氏は、
ブロードバンド・プロジェクトの技術
顧問として、ＺＴＥ社のユー・ヨン
副社長によって雇われたことを明らか
にした。

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
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
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◆ 安全保障顧問
「最悪の時期は過ぎ去った」
国家安全保障顧問のゴンザレス氏は、
アロヨ政権の政治問題に関して、クー
デターの企てが既に衰退していると
して、最悪の時期が過ぎ去ったとみな
していると発言した。ゴンザレス顧問
は、自身の見解の根拠として、反政府
勢力が国民の支持が得られていない
こと、そして、年末になる頃には、
こうした政権打倒を考えている人々が
２０１０年の選挙のことを念頭に置く
ようにになるからだと指摘した。

◆ 大統領府
「汚職蔓延国」のレッテルに無関心
火曜日、アロヨ政権の閣僚の１人は、
タイ、インドネシア、中国等と共に
フィリピンがアジアで最も汚職した
経済に浸っている国であることが
示された調査結果には無関心を装った。
エルミタ官房長官は、困難で人気の
無い決定をする指導者は通常、非難の
的になるものだと発言した。政治経済
リスク顧問社、ＰＥＲＣは今年の１月
から２月にかけてアジア地域の１３ヶ
国の経済を対象に実施した調査で、約
１４００人の在住外国人の意見をまと
めた。尚、この１３ヶ国の中には汚職
で名高いミャンマーやバングラデシュ
は除かれている。
＜全国ニュース＞
◆ 空港における
査証延長手続きを停止
－入国管理局
フィリピンを出国する外国人は、査証
更新や延長、その他必要となる手数料
の支払について、マニラ市にある入国
管理局で行わなければならないという。
入国管理局のリバナン局長は、
「汚職防
止の為に」空港における査証延長の
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申請手続きを停止する通達を発行した。
◆ 国軍と警察
◆ 識字能力が無い人々１１６０万人
－教育省
フィリピン国民全体の内、約１１６０
万人は学校に通った経験が無く、文盲
とみなされるという。教育省が明らか
にした。火曜日、教育省のラプス長官
は、こうした「教育を受けていない
国民」に関する問題は、教育省が現在
直面している解決していかなければ
ならない重要課題であるという。教育
省の記録によると、
１１６０万人の内、
およそ２２０万人は、６歳から１１歳
の子供で、３４０万人が１２歳から
１５歳の青少年だという。
「こうした
教育を受けていない子供達は常に路上
で徘徊し、危険で薄給の職業に就くこ
とになる」ラプス長官は、この様に
指摘した。
＜社会／首都圏＞
◆ 大統領令により スト中止
交通機関の大型団体は、マニラ首都圏
における交通違反切符の統一システム
を構築する様にと呼びかけていた。
この度、アロヨ大統領がこの呼びかけ
に受け応える大統領令に署名したこと
を受けて、同団体は火曜日に実施した
首都圏全域における交通ストライキを
中止した。火曜日の午前中、フィリピ
ン国内の大手交通機関はマニラ首都圏
開発管理庁、ＭＭＤＡと地方自治体が
交通規則の違反に対して複数の切符を
切っていることに抗議してストに突入
したことから、数万人規模の通勤／
通学客の足が乱れた。抗議者は、石油
価格の急上昇にも抗議していたという。
運輸通信省のメンドーサ長官は各大手
交通機関の指導者達が大統領令第７１
２号の複写を受け取ったことでストラ
イキの中止に合意したという。

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/

E-mail：ftrc@pldtdsl.net
E-mail：fstmn@pldtdsl.net

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで
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警戒レベル引き下げ
火曜日、
フィリピン国家警察と国軍は、
首都圏全域における交通ストライキが
平和に解決したことを受けて、警戒
レベルを通常レベルに戻したという。
フィリピン国家警察のバルトロメ広報
担当官によると、警察は警備レベルを
火曜日の夜に通常レベルに戻したとい
う。

◆ パラニャケ市
火災でホームレス女性が焼死
火曜日の早朝、パラニャケ市で廃墟と
なった建物で火災が発生し、女性１人
が死亡した。
警察当局の発表によると、
死亡したのはピン・バルセさん２１歳
だという。バルセさんは、バランガイ・
タンボのキリノ通りにある３階建ての
廃墟ビルで寝泊りしていたホームレス
の１人だった。消防隊の捜査官の発表
によると、この火災は午前３時４分に
発生し、１時間後に鎮火したという。
＜社会－地方＞
◆ ボラカイ
テロリスト容疑者２人逮捕
外国人１人を含む２人のテロリスト
容疑者がアクラン州の観光地で諜報員
によって逮捕された。火曜日、国軍の
情報筋から地元のテレビ局が入手した
情報によると、逮捕された容疑者は、
ジェマア・イスラミアのメンバー、
アルミザブル・ボナディアル容疑者と
アブサヤフのメンバーと疑われるモハ
メッド・バニ・マカリヤだという。
逮捕された２人は先週、ボラカイ島に
おける捜査作戦によって逮捕された。

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）

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ

◆ イロイロ市
腸チフス流行
ビサヤ地方のボンボ・ラジオが火曜日
の午前中に報じたところによると、
イロイロ市でも腸チフスが流行して
いるとう。報道では既に住民４人が
死亡し、少なくとも２１７人が感染
しているという。

◆ ふぐ中毒 １人死亡
月曜日の午後、セブ市マドリデホス町
で、ふぐ中毒で１人が死亡した上、
少なくとも１３人が入院したという。
ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じたとこ
ろによると、アブネール・バクバカン
さん３５歳が有毒なふぐを食べて死亡
したという。その他、バクバカンさん
と一緒にふぐを食べていた１３人は、
腹痛と眩暈を訴えて病院に搬送された。

◆ コタバト刑務所
看守を守った服役囚 負傷する
月曜日の夜、コタバト市の刑務所に
服役している囚人は月曜日の夜、１人
の男がナイフで襲った看守を助けよう
として負傷した。ボンボ・ラジオが
火曜日の午前中に報じたところによる
と、サウジ・アンボリノグ服役囚２９
歳は、看守のアガ・アラブさんを助け
ようとして、右上腕部を刺されたとい
う。近くにいた警察官達が現場に駆け
つけて容疑者の身柄を確保した。この
容疑者の身元は明らかにされていない。

2008/03/12
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会は、第２次世界大戦中のフィリピン
人従軍慰安婦問題に関する２度目の
読会で、日本政府の謝罪を求める下院
決議第１２４号を可決した。比例代表
政党のガブリエラ党によると、この
決議は、フィリピン政府に対して、
フィリピン人女性への残虐行為を認識
し、謝罪し、責任を負うことを日本
政府に働きかける様に求めるもので
あるという。

◆ 下院委員会
従軍慰安婦問題で
日本政府に謝罪を要求
火曜日、男女平等に関する下院の委員

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/

《 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。

（ 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。
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、お手数をお掛け致し
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

＜外交＞

お早めに、登録手続きをお済ませ下さ
います様、宜しくお願い致します。

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

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 】
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
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
人間は、そこまで言われないと気づけ
ないのかというほどに、目が覚めない
人がいます。
自分では正しいと思っていても、実際に
は、ちっとも正しくなかったり、相手が求
めていることではなかったりするのです。

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
住 所： 20th Floor Strata 2000 Building, Ortigas Jr. Road
Pasig City, Metro Manila, Philippines
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たとえ、悪意がなくても、知らずに相手
を傷つけているのです。
相手の立場に立って思いやる心があれ
ば問題は小さくてすむのに、思いやれ
ない心の狭さが
もっと問題を大きくするのです。では、何
故、思いやれない心なのでしょうか？
あっ！そもそも、この目が覚めない人っ
て私なんですよねぇ～（苦笑）
色々と考えてみると、心にそれだけの
余裕が無いということなんだと思えてき
ます。
心が弱いのかもしれません。いえ、確実
に弱いのです。
そして何かを信じられなかったり傷つく
ことを恐れたりすることで反動が大きく
なってしまう。
その辺りが本来意図したことと逆の作用
を生み出すのかもしれません。
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困難があるからこそ HAPPY を実感でき
るはずなのです。感謝の気持ちが生ま
れるのです。(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

それに直面できる強さを養わないと、こ
の世に生まれてきたことが無駄になっ
てしまいます。
いつも楽しくハッピーでいたい人は深み
の無い薄っぺらな人で他人の気持ちが
わからない人です。

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

★ 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

★ 在セブ出張駐在官事務所
12 Floor, Metrobank Plaza
Osmena Blvd., Cebu City
Phillippines
電話：
（032）255-0287

★ 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

★ 在ダバオ出張駐在官事務所
Suite B305 3rd Floor
Plaza de Luisa Complex
140R. Magsaysay Ave. DavaoCity
8000
電話：
（082）221-3100

人生は山あり谷ありです。
困った時にこそ、本当の人の姿が見え
てくるものです。真実とは非常に残酷で
手厳しいものです。

★ 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）

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

★ 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

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

