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＜政治＞ 

 

◆ ＭＩＬＦ  

和平交渉決裂で戦闘モードか？ 

ムスリム・ゲリラ組織と政府による 

和平交渉が和解に至らなかった場合、

モロ・イスラム解放戦線、ＭＩＬＦは、

メンバーを戦闘態勢に戻すと発言した。

しかしながら、今回は戦闘経験の豊富

な戦闘員ではなく、若い世代の戦闘員

が参戦することになるという。 

 

◆ ラカス党とカンピ党の合併  

大統領任期の延長か？ 

「ラカス・クリスチャン・ムスリム  

民主党、通称ラカスＣＭＤとカンピ党

の合併は、アロヨ大統領の任期を２０

１０年以降に延長することを目的と 

している」とデ・ベネシア前下院議長

が発言した。水曜日、大統領府は、  

この発言について「憶測である」と  

否定する声明を発表した。ラカスＣＭ

Ｄの南部タガログ地方の支部長を務め

るエルミタ官房長官は、アロヨ大統領

の任期延長については憲法を改正する

必要があり、これまでにも改憲の試み

は失敗していると説明した。 

 

 

 

 

＜外交＞ 

 

◆ 比政府   

米企業の汚職度テストに合格 

アロヨ大統領を取り巻く汚職疑惑にも

拘わらず、アメリカ国家公社は、フィ

リピン政府の汚職撲滅の努力を考慮 

すると、より多くの資金を獲得する 

資格がある政府であるという判断を 

下した。アメリカのワシントンにある

ミレニアム・チャレンジ社、ＭＣＣは

３月１１日、行政指標に基づきＭＣＣ

の基金を更に獲得する資格がある政府

としてフィリピンが選出されたと発表

した。 

 

◆ サウジアラビア  

ＯＦＷ看護師の給与引き上げ 

サウジアラビアの保健省によって雇用

されているフィリピン人看護師の給与

が３月１９日から引き上げられること

になったという。増額率は２０％から

６０％。フィリピン海外雇用管理庁、

ＰＯＥＡが明らかにした。ＰＯＥＡの

バルドス行政官は、今回の賃上げに 

よって、サウジアラビアがフィリピン

人看護師を歓迎していることが示され

たと指摘した。 
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本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３９０４（↓）

     ＄＝Ｐ４１．１７ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．４０５０（↓）

     ＄＝Ｐ４１．２５ （↓）

※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 
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和平交渉決裂で戦闘モードか？ 
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大統領任期の延長か？ 
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◆ パンガシナン州 行方不明の 

ＵＰ女子大生の遺体発見か？ 

◆「臓器売買テキスト」は悪質な悪戯 

－ＰＮＰ 

 

＜社会／首都圏＞ 

◆ 金曜日の抗議集会 警戒態勢  

－ＭＰＤ 

◆ パサイ市発砲事件 ３人死亡 

◆ ケソン市   

タクシー運転手による強盗事件 

◆ クレジットカード詐欺 ３人逮捕 さくらグループ 
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ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/03/13                 - 2 - 
 

◆ 明石海峡船舶事故   

船員２人遺体で帰国 

先週、明石海峡で起きた船の衝突事故

で死亡したフィリピン人乗組員２名の

遺体が木曜日に帰国するという。水曜

日、外務省が明らかにした。 

 

＜社会／全国＞ 

 

◆ パンガシナン州 行方不明の 

ＵＰ女子大生の遺体発見か？ 

パンガシナン州ラブラドールで木曜日

に行方不明となっているフィリピン 

大学の学生、シャーリン・カダパンさ

んとみられる女性の遺体が発見された。

国立フィリピン大学の全国科学捜査 

研究所の犯罪科学チームと人権委員会、

ＣＨＲはこの遺体から採取したＤＮＡ

鑑定用のサンプルを収集するという。 

 

◆「臓器売買テキスト」は悪質な悪戯  

－ＰＮＰ 

ルソン島界隈で子供を狙って誘拐し、

殺害して臓器を売買する犯罪集団が 

存在するという情報を父兄に警告する

テキストが出回っている。水曜日、  

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、この

情報についてデマであると否定する 

声明を発表した。 

 

＜社会／首都圏＞ 

 

◆ 金曜日の抗議集会 警戒態勢  

－ＭＰＤ 

水曜日、マニラ市警察管轄当局、ＭＰ

Ｄは、マニラ市内で金曜日に予定され

ている抗議集会を警備する為に、私服

の警察官を配置するという。ロサレス

署長によると、私服警察官は、マニラ

市内における抗議集会やその他のデモ

行進を警備する為に再編成された防衛

部隊、マニラ・シールドの一員だと  

いう。 

 

◆ パサイ市発砲事件 ３人死亡 

火曜日の夜、パサイ市で発砲事件が 

発生して、近所の住民３人が死亡し、

１人が負傷した。パサイ市警察署の 

バレリオ署長の発表によると、死亡 

したのは、ルエル・デロス・レイエス

さん２３歳、ジェリー・ダ・キガン  

さん３７歳、ギリエルモ・ボカルボス

さん３１歳だという。もう１人の被害

者、ジョエル・メラヌムさん２５歳は

丁度現場を通りかかって左足に被弾 

したという。バレリオ署長によると、

発砲事件直後に犯行現場から逃走した

容疑者としてニノイ・アキノ国際空港

に勤務するジョン・パオロ・ガルシア

３０歳が特定されたという。 

 

◆ ケソン市   

タクシー運転手による強盗事件 

ケソン市でタクシーの運転手が帰宅 

途中の２３歳の女性の鞄を奪おうとし

て、被害者を引きずるという事件が 

起こった。被害者のクリスティーン 

さんは火曜日の午後５時頃、帰宅する

ためにバランガイ・サント・ドミンゴ

のマコパ通りを歩いていたところで 

事件に巻き込まれた。 

 

◆ クレジットカード詐欺   

３人逮捕 

国家捜査局、ＮＢＩは、クレジット  

カードによる詐欺集団のメンバーと 

してドイツ人男性と他に２人を逮捕 

した。この犯行グループは、不当に  

カードを利用して４０万ペソ以上の 

商品を購入した罪に問われていると 

いう。 

 

◆ 交通切符統一は違法  

－ビナイ市長 

大統領令第７１２号によってマニラ 

首都圏における交通違反チケットの 

システムを統一することが命じられた

にも拘わらずマカティ市のビナイ市長

は水曜日、マカティ市の交通条例を 

停止しないと発言した。ビナイ市長は、

ＥＯ７１２について、自治体が独占的

に管轄内の交通を規制することとした

共和国法第７１６０号の地方自治体 

法典に違反すると指摘した。 

ビナイ市長は、交通切符統一システム

の実施に反対する５人のマニラ首都圏

の市長の１人。 

  

◆ ペット･マーケット   

稀少動物保護作戦 

環境天然資源省は水曜日、マニラの 

ペット・マーケットを抜き打ち捜査で

踏み込んで毒蛇や絶滅危惧種の鷲など

といった多くの稀少種を保護したと 

発表した。月曜日に抜き打ち捜査を 

実施したチームは、マニラ首都圏に 

あるカルティマールの市場で絶滅の 

恐れがあるものや、絶滅が危惧されて

いる鳥や動物９４匹を保護した。保護

された動物はいずれも希少種であると

みなされることから、近々、絶滅危惧

種のリストに移されることになるもの

だという。 

 

◆ パサイ市  強盗事件発生 

パサイ市で実業家の男性が約１４万 

５千ペソ相当の現金と小切手を奪われ

る事件が発生した。水曜日の夜、ラジ

オ放送局、ｄｚＢＢが報じた。警察  

当局の概略報告によると、被害者の 

ロベルト・サラザールさん４４歳が 

パサイ市トレンティーノ通り６１８ 

番地の自宅に帰宅する途中、強盗犯が

近づき３８口径の拳銃を突きつけたと

いう。犯人は、１０万５千ペソの現金

と４万ペソ相当の小切手が入っている

被害者のショルダー・バッグを奪い、

トラモ地区に向かって逃走した。 

 

 

 

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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＜社会／地方＞ 

 

◆ ミンダナオ島  地震発生 

北コタバト州で、マグニチュード  

４.７規模の地震が発生した。水曜日の

夜、地震研究者が地震の発生を発表 

した時点では、死傷者や物的な被害の

報告はなかった。フィリピン火山地震

研究所によると、地震は午前６時  

１８分に発生し、震源地はキダパワン

市の南西７キロメートルの地点だと 

いう。キダパワン市と北コタバト市 

マキララで震度３が計測されている。 

 

 

（ 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

 

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、宜しくお願い致します。 

 

 

《 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 】 
 

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 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

今週から来週の前半にかけて大移動、

要するに事務所の引越し作業に入りま

すので、少々、業務が滞ったりすること

が予想されます。皆さまに、多少のご不

便を生じさせて、ご迷惑をおかけするこ

とになるかと思いますが、出来るだけ支

障の無い様に引越しを完了させる所存

でおります。スタッフ一同、最善を尽くし

ますますので、何卒、ご理解の程、宜し

くお願い申し上げます。(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 

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 
１年契約 ５０％ 特別割引 
 
お申し込みは、下記より 
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 

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

