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＜スポーツ＞ 

 

 

◆ パキアオ選手  判定で勝利 

フィリピン人のボクシング選手として

人気のあるマニー・パキアオ選手は、

アメリカのネバダ州ラス・ベガスにあ

るマンダライ・ベイ・イベントセンタ

ーで現地時間の土曜日、（マニラ時間の

日曜日、メキシコ人ボクサーのマルケ

ス選手とＷＢＣスーパー・フェザー級

のタイトル・マッチを行った。ポイン

トを上回ったパキアオ選手がチャンピ

オン・ベルトを手中に収めたが判定に

は疑問視が残った。２人の審判は、１

１５対１１２と１１４対１１３で、パ

キアオ選手を優勢と判断し、残る１人

は１１５対１１２でマルケス選手を優

勢と判定した。 

 

 

◆ パキアオ選手   

 マイペースの試合ではなかった 

ＷＢＣのスーパー・フェザー級の 新

チャンピオンとなったマニー・ パキ

アオ選手は、第４ラウンドで、マルケ

ス選手のパンチで瞼を切ったことで、

１２ラウンドの試合を自分の管理下に

置くことが出来なかったと認める発言

をした。「第４ラウンド前までは、対戦

状況を自分の支配下に置いている感覚

を持っていた」パキアオ選手は報道陣

に対して、この様に述べた上で「第４

ラウンドで瞼を切った時点で、もっと

不利な状況に陥って、自分のペースで

試合をすすめられなかった」と説明し

た。マルケス選手も  納得出来ない

判定だと指摘しているという。 

 

 

◆ アロヨ大統領  

      パキアオ選手に賛辞 

米国ネバダ州ラス･ベガスで現地時間

の土曜日の夜、マニラ時間日曜日の午

前中に、ＷＢＣスーパー・フェザー級

チャンピオンのタイトル･マッチが 

行われた。対戦相手のメキシコ人の 

強敵、マルケス選手にパキアオ選手が

勝利したことから、アロヨ大統領は、

パキアオ選手を賞賛した。「本日、パキ

アオ選手は、厳しい状況下で激戦と 

なった試合で勝利を収め、再びフィリ

ピン国家とフィリピン国民にとっても

素晴らしい勝利をもたらしてくれた」

ブンイェ報道長官によって送付された

アロヨ大統領の声明文は、この様に 

述べている。アロヨ大統領は、パキア

オ選手が「分裂の時代でさえも」再び、

国民をまとめることに成功したと賞賛

した。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ 

本日のレート 午後４時現在 
 

銀行レート￥＝Ｐ０．４１０２（↓）

     ＄＝Ｐ４１．４４ （↓）

市中両替所￥＝Ｐ０．４２００（↓）

     ＄＝Ｐ４１．４４ （↓）

※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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バス強盗事件が発生 

◆ 聖週間  港湾の警備強化 

◆ マニラ市 火災発生 

◆ マニラ市長の息子他２人   
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雇用主に義務づける －下院通過 

 

＜社会／地方＞ 

◆ アロヨ大統領 ＳＣＴＥＸ開通 
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少女の裸体撮影で外国人２人を逮捕 

◆ 南コタバト州の竜巻  

農作物被害額２００万ペソ相当 

 

 

＜経済＞ 

◆ 石油価格 値上げ 

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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◆ 米比爆弾専門家   

新人警察官２００名を訓練 

 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
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＜社会／首都圏＞ 

 

 

◆ パキアオ選手の対戦中  

バス強盗事件が発生 

これまでのパキアオ選手とメキシコ人

選手との対戦の際に、警察当局が犯罪

事件を記録することが出来なかったが、

今回、首都圏では少なくとも１件の 

事件が通報されたという。地元のテレ

ビ局が報じたところによると、ボクシ

ング・ファンの人々がテレビや大画面

の前に釘付け状態となっている日曜日

の午後１時頃、マンダルーヨン市で 

８人の武装グループがエドサ通りと 

ショー大通りの交差点を走行中のバス

の乗客を襲撃したという。警察当局の

発表によると、襲われたバスがケソン

市のＱマートまで来た地点で、警察官

が強盗を阻止しようとしたが容疑者は

既に逃走していたという。 

 

 

◆ 聖週間  港湾の警備強化 

ホーリー・ウィークの帰省ラッシュで

旅行客が殺到することを予測し、主要

な交通機関の連結地点では警備が強化

されている。マニラ市の港湾地区や 

フィリピン国内にある港港では、警備 

強化に重点が置かれているという。 

 

 

◆ マニラ市 火災発生 

日曜日、マニラ市にあるペドロ・ヒル

通りの住宅地で火災が発生し、数人が

負傷した。正午に発生した同火災は、

バリオ・カパンパンガン通りとペド

ロ・ヒル通りの交差点にある商業施設

や民家３０棟を全焼した。報道時点に

おいては正確な負傷者の数は明らかに

なっていない。この火事による死者は

いない模様。消防局の発表によると、

被害額は約２００万ペソ相当に上ると 

みられているという。 

 

 

◆ マニラ市長の息子他２人   

麻薬密売で告発される 

土曜日、警察当局は麻薬捜査の囮作戦

で逮捕されたマニラ市のリム市長の 

息子他２人を法務省に正式に告訴した。

リム市長の息子、マニュエル・リム  

容疑者４０歳とロナルド・パスカル 

容疑者３８歳、ジョエル・サバド容疑

者３３歳は、２００２年総括的危険薬

物法として知られる共和国法第９１６

５号の第５条にある麻薬売買共謀の 

条項２６－ｂの麻薬販売禁止法に違反

する罪に問われるという。リム市長の

息子、マニュエル容疑者は地元のテレ

ビ局の報道番組の取材に対して、コメ

ントを拒否している。 

 

 

◆ マニラ首都圏の公立病院  

聖週間の注意喚起 

マニラ首都圏の公立病院に勤務する 

医師や看護師に対して、月曜日からの

ホーリー・ウィーク週間における緊急

事態に対応する為の注意喚起が行われ

ている。保健省のタヤグ医師によると、

連休中には通常、交通事故を始めと 

して、犬に噛まれたり、熱射病や溺れ

たりといった事故が発生しがちだと 

いう。 

 

 

◆ ロハス大通り  

アースデーに１時間の消灯 

１時間に渡って照明や電化製品の電源

を切るという単純な行動によって地球

温暖化への協調的な行為が必要である

というメッセージを送る世界的な運動、

アース・アワーが３月２９日に行われ

る。パサイ市当局は、３月２９日の  

午後８時から午後９時の間、ロハス 

大通りの海岸沿線上にある照明を消す

ことで、同運動に参加すると発表した。 

 

 

 

 

＜社会／全国＞ 

 

◆ メイドの健康保険  

雇用主に義務づける －下院通過 

下院の保健委員会は、家事手伝いを 

するメイドの健康保険を雇用主に義務

づける法案を承認した。レイテ州第 

５地区選出のカリ下院議員によって 

草案された下院法案第１９７９号に 

基づくと、家事手伝いをする使用人は、

雇用主から受け取っている給与額に 

拘わらず、国家健康保険プログラム、

ＮＨＩＰに加入することが出来る様に

なる。雇用主は、メイドの月給の３％

を超えない範囲で月々の保険料を支払

うことが義務付けられるという。 

 

 

 

＜社会／地方＞ 

 

◆ アロヨ大統領 ＳＣＴＥＸ開通 

アロヨ大統領は今週、９４キロメー 

トルのスービック／クラーク／タル 

ラック間を結ぶ高速道路、ＳＣＴＥＸ

を開通することになっている。この 

プロジェクトも汚職絡みであると指摘

されている。クラーク／スービック 

開発管理委員会、ＣＳＤＣのパミン 

トゥアン委員長は、開通式が火曜日の 

午前中に行われて、火曜日からのホー

リー・ウィーク期間中に限って、通行

料金を無料とすると発表した。 

 

 

◆ セブ島  少女の裸体撮影で 

外国人２人を逮捕 

日曜日の夜、警察当局は、セブ州ラプ

ラプ市のカフェを急襲して、外国人 

２人を含む４人を逮捕し、少なくとも

２人の未成年者を保護した。初期報告

によると、逮捕されたのは、ネリ・  

セルマンと妻のフリエタ、アメリカ 

国籍のクロード・アンソニー・モンガ

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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ドとオーストラリア国籍のマッキー・

ブライアン・ダグラスの４人。容疑者

からは少女の裸体を撮影したビデオ・

カメラが押収された。 

 

 

◆ 南コタバト州の竜巻  

農作物被害額２００万ペソ相当 

日曜日の夜、地方ラジオ局が報じた 

ところによると、南コタバト州にある

３つの村を竜巻が襲い、少なくとも 

２００万ペソ相当の農作物が被害を 

受けたという。初期の概要報告による

と、この竜巻は、南コタバト州トゥピ

町にあるバランガイ、パリアンやブル

ルマラ、クロッシング・ラバーの  

３ヶ所を通過したという。同町の社会

福祉職員、スマガイサイ氏によると、

バナナやパパイヤ、その他の果物の 

栽培に被害が生じたという。 

 

爆発事件に対応出来る様に、新たに 

２００名の警察官を訓練したという。

ミンダナオ西部の警察管轄本部のスポ

ークスマンを兼任する爆発物処理班の

グセラ警視正発表によると、警察官達

は、爆発事故の処理や爆弾の取り扱い、

また爆破予告への対応に関する講義を

受けたという。 

 

 

＜経済＞ 

 

◆ 石油価格 値上げ 

石油会社各社は３週連続で週末の石油

価格値上げを敢行し、業界関係者は、

来月の石油関税が再び引き下げられる

ことにも拘わらず、今後、更なる値上

げが見込まれていると発言している。

新の値上げは、石油精製大手のピリ

ピナス・シェル石油とペトロン社、  

旧カルテックスのシェブロン社が先導

した。この３社は、市場の約８５％を

支配している。シェルのカナピ広報 

部長は、テキスト・メッセージで  

「ガソリン、ならびにディーゼル、  

及び、灯油価格は世界石油価格の大幅

な引き上げによって、３月１５日の 

午前零時１分から１リットルあたり 

５０センタボ値上がりする」と発表 

した。 

 

 

＜外交＞ 

 

◆ 米比爆弾専門家   

新人警察官２００名を訓練 

アメリカとフィリピンの爆弾専門家は、

世界的な対テロ戦争への対応を強化す

る動きの中で、 

 

 

 

（ 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。 

 

《 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。 

 

卒業式などといったイベント撮影も

承っております。 

 

 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

みなさま、週末は如何お過ごしでした

か？私達は引越し騒動で大騒ぎでした。

何しろ交通渋滞とスタッフの不手際が輪

をかけて、かなりの苦戦を強いられ 

結局、日曜日も休み返上で頑張りました。

埃だらけの真っ黒けです。（苦笑） 

本日も朝から大騒ぎです。あの大家の

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
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爺さんは恩着せがましく月末までいても

いいよんっなんて言っているけど、がめ

ついし恩着せがましいので無理しても

本日に引渡しを完了いたします。しばら

く仮事務所は倉庫です。（ため息）

(Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

 
 

【 緊急サービス情報】 

 

★ 警察 
メトロマニラ   166 
マカティ            168 
マカティ警察署  899-9008 
 
★ 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 
 
★ 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 
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 
 
★ 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） 

 
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
 
 
★ 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 
 
 

★ 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 

 
★ 外務省海外安全ホームページ：

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
 

★ その他の詳しい情報は 
ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
Unit 303 Corporate Plaza,845 
Arnaiz,Legaspi village Makati City 
TEL：７５２－７２４６ 
FAX：８９３－３６５０ 
E-Mail：clubnews@philjpn.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ＢＳＴ ダビング・サービス 

PHIL-JAPAN チャンネルで放送された番組のＶＴＲテープをご希望の方は、お

気軽に、どなたでも申し込みできます。 放送日または番組名を指定してくださ

い。 
ダビング料 ＤＶＤ、ＶＨＳテープ 1 本 ４４８ペソ（税込み） 
お申し込み先：ＴＥＬ ７５２－７２４６～８ ＦＡＸ ８９３－３６５０ 
 Ｅ－ｍａｉｌアドレス： clubnews@philjpn.com  
 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 

“国敗れても 
国は滅びず” 

 
水島 総監督のＶＴＲを    
販売しています。 １４００ペソ 
お問い合わせ先 
（ＴＥＬ）７５２－７２４６ 
（ＦＡＸ）８９３－３６５０ 

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/

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
 
お申し込みは、下記より 

clubnews@philjpn.com
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