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＜政治＞ 

 

◆ 「国民の要望に応える」  

前大統領立候補を示唆 

有罪判決を受けた前大統領のエストラ

ーダ氏は、大統領選挙時期に近づいた

際のアンケート調査で首位になった 

場合、立候補する可能性があるという。

「考えてみる。現時点では立候補する

意志は無い。しかし国民が望むので 

あれば、それを拒否することはでき 

ない」木曜日、エストラーダ前大統領

は、パサイ市のソフィテル・ホテルで

行われたフィリピン海外特派員協会の

記者会見で、この様に発言した。 

 

◆ 「アロヨ大統領が辞職しないと 

流血の事態に」－前大統領 

木曜日、エストラーダ前大統領は、  

アロヨ大統領が退陣要求に応じない 

場合、「流血と暴動」が起こり得ると 

警告を発した。「国民が既に不安定な 

精神状態にあることを、アロヨ大統領

が知らされていることを願う」 

前大統領は、この様に述べた上で、  

アロヨ大統領が自主的に辞職して、 

流血と暴動を回避すべきであると付け

加えた。フィリピン海外特派員協会の

記者会見の席上、エストラーダ前大統

領は、多くの国民が空腹となっている

ことから、近々、暴動が勃発する可能

性があると発言した。 

 

 

◆ ＦＳＧＯのメンバーは「噂の売人」  

－大統領府 

政府要職経験者団体、ＦＳＧＯのメン

バーが同日、アロヨ大統領は政府に 

おける不正行為の中心的人物であると

表現したことについて、大統領府は 

木曜日、ＦＳＧＯのメンバーを「噂の

売人」と称した。大統領府のスポーク

スマン代理を務めるファハルド氏は、

ＦＳＧＯの発言について「無責任で 

人騒がせである」と報道陣に対して 

テキスト・メッセージを送信した。 

 

◆ アロヨ大統領への支持広告  

５００万ペソ拠出 

アロヨ政権を支持する人々や政府高官

は過去３週間の間に、大手新聞３社に

対して、広告代金として少なくとも 

５００万ペソを支払ったという。 

ニュース・ブレイクの計算によると、

アロヨ政権を支持する人々は、２月 

１６日から３月１０日までの期間中、

フィリピン・デイリー・インクワイ  

ラーをはじめフィリピン・スター、  

ならびにマニラ・ブリティンに広告代

として５１２万１千ペソを支払ったと

いう。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．３９８３（↓）

     ＄＝Ｐ４１．０６ （↑）

市中両替所￥＝Ｐ０．４１００（↓）

     ＄＝Ｐ４１．３０ （↓）

※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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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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＜社会／全国＞ 

 

◆ 女性団体 ロザダ氏を告訴 

女性団体が、上院の証人でフィリピン

森林公社、フィルフォレストの元社長、

ロザダ氏を相手取って違法周旋および

縁者びいきの容疑で告訴した。 

ババエ・カという団体の主張によると、

ロザダ氏は、妻が外交員となっている

保険会社と５００万ペソ相当の保険 

契約を結び、フィルフォレストの資金

を流用する等、複数の不正な取り引き

を行ったという。同団体は更にロザダ

氏がフィルフォレストのマーケティン

グ担当副社長として自分の実弟を雇用

し、月給４万ペソを支給していたと 

告発した。 

 

◆ リサール州 麻薬原料を発見 

リサール州バラス町の草が生い茂る 

場所において覚醒剤の製造に使われる

物質１６ガロンが麻薬捜査官によって

押収された。管理人のホルへ・ナバレ

スさんは、バランガイ・ホセのシティ

オ・グゴにある草地の真ん中で、この

化学物質の入った缶を発見した。 

 

 

＜社会／首都圏＞ 

 

◆ マニラ湾  密輸砂糖を押収 

木曜日、税関局は、マニラ湾で密輸  

された２千万ペソ相当の精製砂糖の 

積荷３つを押収した。 

 

◆ 嫌煙家団体   

マニラ首都圏を禁煙地区に 

嫌煙団体は今年、マニラ首都圏におけ

る禁煙キャンペーンの展開を計画して

いる。保健省のドゥケ長官が明らかに

した。記者会見の席上でドゥケ保健相

は学校や娯楽施設、ユース・ホステル、

エレベーター、階段の踊り場、病院、

介護施設、研究所、公共の乗り物、  

施設内が共和国法第９２１１号、いわ

ゆるタバコ規制法によって「全面禁煙」

とされていると指摘した。この法律に

よって、ホテルやレストランの所有者

は、喫煙場所を設置することが義務 

づけられている。 

 

◆ ケソン市   

スラム地区で火災発生 

木曜日の午後、ケソン市のスラム地区

で火災が発生し、少なくとも１００軒

の家屋が全焼した。消防捜査官による

と、この火災は午後１時２０分、バラ

ンガイ・サント・ドミンゴのドン・  

ペペ通り沿いの民家で発生したという。 

 

◆ 大スターの親族   

消防士が銃で脅す 

水曜日の夜、パサイ市で１人の消防士

が大スターとして知られるシャロン・

クネタさんの親族を銃で撃とうとした

ことで窮地に追い込まれている。タモ

通りに居住するミュージシャン、ロベ

ルト・クネタさん３３歳がパサイ市 

警察署に訴えたところによると、三級

消防官のエドムンド・ルアメロが午後

９時半頃、トラモ通りとビリヤヌエバ

通りの交差点で、クネタさんに銃口を

向けて殺すと脅したという。以前から

クネタさんと不仲だったルアメロ容疑

者と鉢合わせした際、クネタさんは 

いとこのグランディさん３９歳と一緒

だったという。  

 

◆ 水道料金  値下げ  －大統領府 

マニラ首都圏、ならびにカビテ州と 

リサール州の一部の住民は、今週始め

から実施されている２０％の水道料金

値下げに加えて、新たな値下げの恩恵

を受けることなりそうだ。木曜日、  

大統領府のブンイェ報道長官は、配水

大手企業、マニラ・ウォーター社と  

マイニラッド・ウォーター社の両社が、

４月１日から新たな水道料金の値下げ

に合意したと発表した。 

 

◆ ＳＬＥＸ  １０％値下げ 

木曜日、アロヨ大統領は、フィリピン

国家建設公社、ＰＮＣＣに対して、  

南ルソン高速道路の通行料金を引き 

下げる様に指示したという。地元の 

テレビ局が報じた。大統領府で行われ

た記者会見の席上で、アロヨ大統領は、

通行料金の引き下げについて「フィリ

ピンの経済状態が改善された恩恵を 

車の利用者と分かち合うため」に実施

すると説明した。大統領府によると、

モンティンルパ市アラバンからラグナ

州カランバ間の料金が今週の月曜日 

から値下げされたという。 

 

◆ カロオカン市とケソン市   

断水に 

木曜日、マイニラッド・ウォーター・

サービス社は、カロオカン市とケソン

市の一部の地域において、金曜日の夜

から土曜日の朝まで１２時間に渡って

断水することになると発表した。 

 

◆ マニラ首都圏の人身売買   

少女４０人が保護される 

木曜日の夜、国家捜査局、ＮＢＩの  

捜査官は、マニラ首都圏にある２軒の

アパートを急襲し、人身売買組織に 

拘束されていた少なくとも４０人の 

少女を保護した。ラジオ放送局、  

ｄｚＢＢによると、午後１０時、  

ＮＢＩの人身売買防止部門のメンバー

が保護した４０人の少女をマニラ市に

あるＮＢＩ本局に移送したという。 

 

＜外交＞ 

 

◆ 中国政府  

フィリピンとの外交関係を懸念 

在フィリピン中国大使館は「南沙諸島」

領有権問題中国や資金援助したプロ 

ジェクトに絡むスキャンダルなどの 

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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騒動によって、中国とフィリピンの 

関係に悪影響が及ぼす可能性があると

いう懸念を表明した。 

 

 

（ 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。 

 

 

【 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。 

 

卒業式なのといったイベント撮影も

承っております。 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

我が社のスタッフは、非常に優秀で、 

働き者の部類に入る有能なスタッフです

が弱点もあります。特に、整理整頓が 

苦手な人が何人かいます。この人達が

引越し作業を手伝うと、引越し先に   

運び込んだ荷物をどんどん押し込めて

(＠_＠;)・・・・しまいます・・・・(ーー;)   

そして、もうスペースが全然！ありませ

んよ！！残っている荷物は捨てるしか

ありません！という。＼(◎o◎)／！ 

 

しかし、そんなことを信じてはいけま 

せん。(*^_^*)確か前回も同じ台詞を聞い

ています。そして、現場に駆けつけた 

私とマリサが、号令をかけて荷物を整理

したら、あ～ら、スッキリ！！大きな  

一部屋がポッカリと空になりました。

(^_^)v ほぉ～ら、急がないで、ゆっくり 

考えながら移動すればマダマダ余裕が

あるしょう？そして、振り子大作戦を再

開させます。暫くすると同じ台詞が・・・・ 

 

もうスペースが全然、ありましぇ～ん 

・・・・・・・^_ ;̂ 歴史は繰り返す・ってか？

(^_-)-☆ (Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 

★ その他の詳しい情報は下記に 

ご連絡下さい。 

 

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

