
 
 
ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥＷＳ          2008/03/19                 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

＜政治＞ 

 

◆ スイス口座の４００万ドル  

         引き出される？ 

独裁政権で知られる故マルコス元 大

統領のゴルフ仲間で側近の１人 だっ

たヘルミニオ・ディシニ氏の子の名義

でスイス銀行に４００万ドルが預金さ

れていたが、それが引き 出されてい

たという。火曜日、政府側の弁護団が

明らかにした。行政 統治委員会、Ｐ

ＣＧＧと検事総局は、サンディガンバ

ヤン第１法廷に７頁に及ぶ嘆願書を提

出した。その中でスイス銀行にあるリ

リアナ・ディシニさんとヘルミニオ・

エンジェル・ディシニさんの口座にあ

った預金が既に引き出されているとい

う「信頼出来る情報」があると述べて

いる。 

 

◆ ラカス党への復帰考えていない  

   －マイキー・アロヨ下院議員 

アロヨ大統領の息子でパンパンガ州選

出のマイキー・アロヨ下院議員は昨年

１２月に与党のラカス・ＣＭＤ党から

の離党届を提出していた。 火曜日、

同下院議員は自身が無所属の議員とな

る準備を進めていることを明らかにし

た。アロヨ下院議員によると、無所属

議員となった方が 下院におけるエネ

ルギー委員会の 委員長としての職務

を今以上に全う出来ることを確信して

いるという。同議員によるラカス党の

離党は、 今年２月４日のデ・ベネシ

ア下院 議長の退陣を導くことになっ

た下院議会における反乱行為のシグナ

ルとみなされていた。 

 

◆ ネリ氏と大統領の会話公開  

      来週に裁決 －ＳＣ 

火曜日、 高裁判所、ＳＣは、全国ブ

ロードバンド・ネットワーク・プロジ

ェクト、ＮＢＮ契約に関して、国家経

済開発庁、ＮＥＤＡの長官を務めてい

たネリ氏とアロヨ大統領の対談内容を

国民に公開すべきか否かという裁決を

来週までに下すと発表した。 

 

 

＜社会／全国＞ 

 

◆ 失業者２７０万人  

失業率は前年同月並み 

今年１月の失業者数は２７０万人で、

前年同月とほぼ同じレベルだったと 

いう。国家統計局、ＮＳＯによる 新

の労働力調査で明らかになった。火曜

日、ＮＳＯが発表したところによると、

２００８年１月の失業率は、７.４％で、

前年同月は７.８％だったという。しか

しながら、２００７年１０月の６.３％

を境に失業率が３ヶ月毎に増加して 

いるという。不完全雇用の国民の割合

は、２００７年１月に２１.５％だった

ものが２００８年１月には改善し、 
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１８.９％を記録している。この比率は、

６４０万人の国民が今年、更に求職 

していることを示している。 

 

◆ 飛行機事故   

遺族に保険金１億６５００万ドル 

２０００年にフィリピン国内で起きた

飛行機事故の犠牲者の遺族達によって

申し立てられていた損害賠償の訴訟で、

保険会社が１億６５００万ドルの支払

に同意したという。遺族の弁護団が 

明らかにした。犠牲者１３１人の内の

約１００人の遺族団は、飛行機の所有

者で機体をエアー・フィリピン社に 

貸し出していたアメリカ企業を相手 

取って訴訟を起こしていた。訴えに 

よると、このアメリカ企業は、メンテ

ナンスの能力が無い、又は、それを  

する意志の無い航空会社に対して、 

継続的なメンテナンスの必要がある 

古い機体を貸し出したと遺族団が糾弾

していた。 

 

◆ 明石海峡貨物船衝突事故   

生存者が帰国 

３月５日、明石海峡で起きた３隻の 

貨物船による衝突事故に巻き込まれた

９人のフィリピン人船員の内４人が 

火曜日、マニラに到着した。３人は  

午後１時１５分、ニノイ・アキノ国際

空港第２ターミナルに到着した。 

 

◆ 各銀行 連休前にＡＴＭの整備 

聖週間の長期休暇を前にして、各銀行

は、現金自動受払機、ＡＴＭの整備が

完了したにも拘わらず、市民に出来る

だけ早目に現金を引き下ろすことを 

奨励した。特に連休前の 後の就労日

には、大勢の人々が連休の旅行や支出

に備えて現金を引き出す為にＡＴＭの

前には長蛇の列が出来ると予想されて

いる。国内の大手ＡＴＭネットワーク

のバンクネット社とメガリンク社の 

発表によると、既に連休中の緊急対策

を計画したという。 

 

◆ 女子ゴルフ・チャンピオンの母親   

娘の保護を要請 

火曜日、フィリピン人のゴルフのチャ

ンピオン、ジェニファー・ロサレス  

選手の母親は、娘を誘拐するという 

脅迫を受けているとして警察当局に 

保護を要請した。火曜日の午前中、  

ロールデス・ロドリゲス・ロサレス  

さん５４歳は、ケソン市警察管轄本部

の犯罪捜査探知部隊、ＱＣＰＤ－ＣＩ

ＤＵに対して、自分や家族が「気を  

つけろ」という脅迫電話を何度も受け

取っているとして保護要請を届け出た。

ロサレス選手の母親の訴えによると、

この様な脅迫電話は３年前から今年の

１月迄、続いていたという。 

 

◆ ＣＮＧバス  

来週から１０日間、運賃無料 

圧縮天然ガス、ＣＮＧで走るスタイ 

リッシュで環境に優しいバスが来週の

月曜日から１０日間に渡って運賃無料

で提供されるという。火曜日、政府と

民間のパートナー企業が発表した。 

「無料バスの走行開始は月曜日の早朝、

マンプラサンから出発する」バス１台

の運行を担当するメルカド氏が発表し

た。 

 

 

＜社会／首都圏＞ 

 

◆ 国軍・警察  

聖週間の警戒レベル引き上げ 

フィリピンの国家警察と国軍は、ホー

リー・ウィーク中における国民の安全

を守る為に、警戒レベルを引き上げた。

フィリピン国家警察、ＰＮＰのバルト

ロメ・スポークスマンは、警戒を引き

上げることにより、国民の安全と治安

維持作戦の為に臨機応変な対応が保証

出来るという。 

 

 

 

 

◆ ＭＭＤＡ  

交通違反切符の一本化を断行 

火曜日、マニラ首都圏開発管理庁、  

ＭＭＤＡのフェルナンド長官は、マニ

ラ首都圏における交通切符一本化シス

テムを１５日以内に導入すると発表し

た。交通切符一本化についてはマニラ

首都圏の一部の市長達によって反対さ

れている。 

 

◆ パキアオ選手  

マニラ市内の凱旋パレードを辞退 

マニラ市当局は、ボクシングのチャン

ピオン、マニー・パキアオ選手の栄誉

を称える凱旋パレードを申し出たが、

パキアオ選手のマネージャーの１人が

辞退した為に、マニラ市内では垂れ幕

や横断幕だけがパキアオ選手を讃える

ことになった。火曜日、マニラ市の  

リム市長が明らかにしたところによる

と新ＷＢＣチャンピオンとなったパキ

アオ選手のビジネス・マネージャー、

エリック・ピネダ氏は、マニラ市だけ

ではなくマニラ首都圏を巡るパレード

の計画があることから、マニラ市当局

による申し出が辞退されたという。 

 

◆ メンディオラ爆発事件   

学生多数が負傷 

火曜日の午後、大統領府の大統領警備

班の哨兵ゲート付近にあるラ・コンソ

ラシオン・カレッジの前で爆発事件が

起こった。この爆発で学生を中心と 

する２０人が負傷した。１５人の負傷

者は、マニラ市サンパロック地区に 

あるメリー・チャイルス・ホスピタル

に運ばれたという。 

 

◆ コンソラシオン大学爆発事件   

容疑者３人逮捕 

マニラ警察管轄本部は、マニラの大統

領府近くにあるラ・コンソラシオン 

大学で少なくとも１８人以上が負傷し

た爆発事件の容疑者３名を逮捕したと

いう。事件から数時間以上が経過した

火曜日の深夜、捜査官達は容疑者の 

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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氏名公開を拒否したが、テロによる 

爆発事件ではないと発表した。警察 

当局では、目撃者に事情聴取した結果、

友愛会同士の対立が原因の爆発事件と

いう見方が示されている。 

 

◆ 携帯電話６００万ペソ相当の密輸  

３人逮捕 

ニノイ・アキノ国際空港の税務捜査官

は、中国広東省から携帯電話６００万

ペソ相当を密輸しようとした容疑で 

３人を逮捕し、密輸した電話機を押収

した。密輸容疑者の３人は、イスマエ

ル・イブラヒム・アリ、アロンガン・

ティブロン・モハマッド、ドディ・マ

カバンド・プナグと身元が判明してい

る。この３人は、携帯電話を機内持ち

込み荷物に隠して国内に持ち込もうと

して逮捕された。 

 

◆ ＥＤＳＡ／バリンタワック  

衝突事故で油まみれに 

火曜日の早朝、ケソン市エドサ／バリ

ンタワク地点で、貨物トラックと乗り

合いジプニーが衝突したことで、積荷

の調理油が路上に撒き散らされたこと

から滑りやすい状態に陥った。この 

事故によって撒き散らされた調理油の

影響で、小さな接触事故が数件発生 

したことから大渋滞となった。警察 

当局の発表によると、貨物トラックと

乗り合いジプニーの衝突は午前４時 

４８分頃に発生し、貨物トラックは、

数百ガロンの調理油を運搬中に事故に

遭ったという。 

 

（ 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・ニュース休刊の 

お知らせ： 

フィルジャパン・ニュースは２０日（木）と

２１日（金）は聖週間の為、休刊と致しま

す。２４日（月）から通常に戻ります。 

 

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。 

 

【 ＢＳＴからお知らせ 】 

 

ＢＳＴではビデオのダビング･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 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

休刊のお知らせ： 

フィルジャパン・ニュースは２０日（木）と

２１日（金）は聖週間の為、休刊と致しま

す。２４日（月）から通常に戻ります。 

勿論！大事件が発生したら出来る限り

特報を配信できるように努力致します。 

 (Sugar） 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

★ その他の詳しい情報は 
下記にご連絡下さい。 

ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
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 

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/
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