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フィリピン・ニュース

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
＜政治＞
◆ 前大統領
２０１０年大統領選への出馬を示唆
◆ 米国からの米供給を増やす計画
－政府
＜国際＞
◆ 東京東久留米のバス運転手
フィリピン人妻と実子殺害事件
＜社会／全国＞
◆ 帰省ラッシュ 始まる
◆ ＮＬＥＸ最新情報
午後１０時現在で軽度の渋滞
◆ ピルテル社とグローブ社
無制限テキストの販売促進
◆ ガソリン価格の値上げ
再び運賃値上げの要求か？
＜社会・首都圏＞
◆ マニラ首都圏の首長
交通違反切符の統制化を協議
◆ 俳優
実弾の機内持ち込みで逮捕される
◆ ＤＯＬＥ
低所得層５００世帯に雇用創出
◆ アンティポロ市 スリッパ工場で火災
◆ ケソン市交通事故多発 ８人死亡
◆ ＭＭＤＡの恩赦プログラム
少数の申請者
◆ ケソン市 美容師強盗殺害事件
＜社会／地方＞
◆ アロヨ大統領
ヌエバ・ビスカヤ州を訪問
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

● 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。

本日のレート

午前１０時現在

銀行レート￥＝Ｐ０．４０６０
＄＝Ｐ４１．３６
市中両替所￥＝Ｐ０．３１３５
＄＝Ｐ４１．３０
※矢印はペソの動き（前日比）

＜政治＞

＜国際＞

◆ 前大統領
２０１０年大統領選出馬を示唆
波乱万丈な映画と政治によるキャリア
から収集された陳列品の並ぶ自身の博
物館を一周した後、エストラーダ前大
統領は、博物館の外へ出て劇的な最終
目的の場所へと報道関係者を率いた。
そこは自身が永眠する為に建立した大
理石の墓の前だった。しかしながらエ
ストラーダ前大統領にとって死は当分
先に直面する問題の様だ。７０歳にな
る前大統領は、自身が健康であると述
べた。大統領職を経験した者が再選を
目指すことを禁じる憲法があるにも拘
わらず２０１０年の大統領選に立候補
する意志があるかと尋ねられた前大統
領は「出馬するかもしれない」と答え
た。

◆ 東京東久留米のバス運転手
フィリピン人妻と実子殺害事件
在東京フィリピン領事館のコンフィア
ド総領事は土曜日、東京都東久留米市
で３３歳になるフィリピン人の妻と７
ヶ月の長男を先週の月曜日に殺害した
事件を日本人の夫が自首してきたと発
表した。西部バス会社に勤務する長野
正義容疑者４３歳は、３月２０日木曜
日の午前中に、東久留米警察署に出頭
し、２日前に居住するアパートで妻子
を殺害したことを自供したという。日
曜日、コンフィアド総領事は、被害者
がクリサンタ・マフサイさん３３歳と
息子の直正ちゃんだと発表した。

◆ 米国からの米供給を増やす計画
－政府
財務省のテベス長官によると、政府は
十分な必需食料品の供給を確保する為
に、米に掛かる経費の支出の増加を検
討しているという。国家の経済を管理
する担当高官は、農務省のヤップ長官
と会談して、米不足の予防と価格の統
制に関する対策を協議するという。

＜社会／全国＞
◆ 帰省ラッシュ
始まる
ホーリー・ウィークを各地で過ごした
人々による帰省ラッシュが日曜日から
始まった。日曜日の午前中から、ビコ
ール州やバタンガス州、ルセナ州、
カビテ州、ビサヤ州等からマニラ首都
圏に向かうバスの旅客達が大勢ケソン
市クバオにあるアラネタ・バス・ター
ミナルに到着し始めた。アラネタ・
バス・ターミナルのレガスピ所長に

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
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よると、旅客数が昨年と比較すると
若干少ないようだという。
◆ ＮＬＥＸ最新情報
午後１０時現在で軽度の渋滞
４日間に渡るホーリー・ウィークの
休暇を各地で過ごし、北ルソン高速
道路、ＮＬＥＸを利用して帰省する
人々による帰省ラッシュは、日曜日
の夜、全体的に緩やかだったという
ＮＬＥＸを走行する車両の流れは上下
線共に午後１０時現在の時点で総体的
に円滑だと報じられた。ボカウェの
料金所で若干渋滞しているというが、
ＮＬＥＸ交通管理担当官によると、
渋滞は月曜日の午前４時から酷くなる
ことが予想されるという。ＮＬＥＸの
日曜日の夕方における交通状況は、
緩やかな流れから渋滞状況であると
報告され、特に南行き車線では午後
２時から渋滞となっていると発表され
ていた。
◆ ピルテル社とグローブ社
無制限テキストの販売促進
ピリピノ電話会社、ピルテルは、ライ
バル企業のグローブ・テレコム社に
対してグローブ社が実施している販売
促進、テキスト・メッセージの無制限
無料サービスの中止を求めて、国家
電話通信委員会、ＮＴＣに訴えを申し
立てていた。ピルテルは、グローブ社
が期限以内に訴状に対する回答を提出
できなかったとして、同販売促進を
中止するように求めている。パンギ
リナン系フィリピン長距離電話会社、
ＰＬＤＴの子会社であるピルテルの
主張によると、グローブ社が訴状への
回答を提出したのは、ＮＴＣが定めた
延長期限の翌日にあたる２月２９日
だったという。
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◆ ガソリン価格の値上げ
再び運賃値上げの要求か？
今週末に行われたガソリン価格の引き
上げによって、３月だけでも４度目の
価格調整が行われたことになり、
値上げ額の合計が２ペソとなった。
これによって交通機関の団体としては、
運賃引き上げを含む複数の要求を
改めて示す他に選択肢が無いと思われ
ている。その他の選択肢としては、
全国的なストライキの展開や燃料に
課される拡大付加価値税、ＥＶＡＴの
一時的な中止を要求することになると
いう。土曜日、ガソリンや灯油、
ディーゼルの価格は更に５０センタボ
値上がりした。ディーゼルの平均的な
割引価格は２月の１リットルあたり
３５ペソから３７ペソに上昇したと
いう。
＜社会・首都圏＞
◆ マニラ首都圏の首長
交通違反切符の統制化を協議
マニラ首都圏の首長、並びに様々な
首都圏の交通団体は月曜日、マニラ
首都圏内において発行される交通切符
のシステムを一本化する様にという
大統領令に関する事項を協議する為に
会合を開くという。午前１０時にマン
ダルーヨン市役所で行われる予定と
なっている同会議には、マニラ首都圏
の市長全員と地方自治体の違反切符
条例を破棄することになる違反切符
一本化システムの実施を求めている
交通団体の幹部が集結することになっ
ている。
◆ 俳優
実弾の機内持ち込みで逮捕される
先週の木曜日、俳優のジョン・エスト
ラーダ氏は、マレーシアに向かう飛行
機に持ち込む荷物の中に、９ミリ経口
のピストルの実弾を挟んだ雑誌を入れ

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

-2ていたことから空港警察官によって
逮捕された。３４歳のエストラーダ
容疑者は先週３月２０日木曜日の午後
４時頃、ニノイ・アキノ国際空港
第１ターミナルからクアラルンプール
行きの便に搭乗しようとしたところで、
空港警備班の隊員によって搭乗を阻止
された。同容疑者が機内に持ち込もう
としていた黒い鞄の中に、１５発の
実弾を挟んだ雑誌が入っているのが、
空港の最終Ｘ腺検査で発見された。
◆ ＤＯＬＥ
低所得層５００世帯に雇用創出
労働雇用省、ＤＯＬＥが今年、マニラ
首都圏の貧困世帯に対して実施する
貧困対策プログラムによって、およそ
５００世帯の低所得層が恩恵を被る
ことになるという。労働雇用省のロケ
長官代行は、マニラ市パンダカンに
ある３ヶ所の貧しいバランガイに居住
している人々が本プログラムの対象と
なると発表した。
◆ アンティポロ市
スリッパ工場で火災
先週の土曜日、リサール州アンティ
ポロにあるスリッパ工場で火災があり、
８時間に渡って燃え続けたという。
この火災によって工場で使用される
原材料や資産等、少なくとも１千万
ペソ相当が焼失した。カンティリヨン
３級消防士によると、バランガイ・
マムブガンにあるマリキナ・ラバー社
で午後３時４５分に火災が発生したと
いう。
◆ ケソン市交通事故多発 ８人死亡
先週の金曜日、ケソン市で交通事故が
６件発生したことで、１４歳の少年を
含む８人が死亡した。警察当局では
ケソン市内における２４時間以内の
事故発生件数しては最多となる可能性
があると発表した。ケソン市警察管轄
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）
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本部の犯罪捜査探知班のマバナグ班長
は「全ての事故が２４時間以内に
起こっていることを考慮した場合、
最多事故発生件数の１日を記録した
ことになる」と述べた。
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ベンジャミン・サラザールさん３８歳
はノバリチェスの自宅の寝室でナイフ
による刺し傷を受けた全裸の状態で
横たわっていた死亡していたという。
＜社会／地方＞

◆ ＭＭＤＡの恩赦プログラム
少数の申請者
マニラ首都圏開発管理庁、
ＭＭＤＡは、
公共交通機関の運転手で交通違反を
した者に対して恩赦を与えるとして
いるが、その申請期限が残り数日と
なっている。これまでに恩赦処分が
科された運転手は３００人に留まって
いるという。ＭＭＤＡの交通運行セン
ターのデ・ディオス所長は、日曜日の
申請者が少なかったことについて、
やや驚いていると述べたが、今月末
までには申請者の数が増加することが
見込まれていると付け加えた。
◆ ケソン市 美容師強盗殺害事件
ブラック・サタデーの土曜日、ケソン
市の民家で、この家に住む３８歳の
男性美容師が２０カ所以上の刺し傷を
受けて殺されているのが発見された。
被害者の遺体は死後数日が経過して
いるという。ケソン市のモールの１つ
に入居しているゴーイング・ストレイ
ト・ビューティー・サロンに勤める

◆ アロヨ大統領
ヌエバ・ビスカヤ州を訪問
月曜日、アロヨ大統領は、ホーリー・
ウィーク明けの最初の公務として、
内陸にある地方各地への訪問を予定
している。この訪問には少数民族に
対する医療提供使節団も含まれている
という。アロヨ大統領の１日訪問の
公務は、デュパクス・デル・ノルテ町
の南部にある人里離れた山岳地帯の村、
べランセ村で、カトリック教会の社会
行動センターによって支援される医療
奉仕活動を提供することだという。
（ 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

フィリピン滞在中に英語力をアップしませんか？

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/

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
th
住 所： 20 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
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【 ＢＳＴからお知らせ 】

【 緊急サービス情報】
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本日から新規ニュース配信方式を
導入いたします。
このＰＤＦ版は３月末までです。
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
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
今朝は連休明けの仕事始め。朝から
元気に早起きして片道１５分のオフィス
へ出勤しました。ところが予想に反し
て・・・というか予想通りに・・・・スタッフ
の出勤率が悪かった。元気に挨拶した
のはラリーだけです。
他は少々遅刻と大型遅刻。下痢で欠勤
が１名と本当に酷い状態です。
帰省ラッシュの大渋滞は毎年、わかって
いるでしょう？休み中の健康管理は
あったりまえでしょう・・・・・と耳にタコが
出来るほどに・・・口が酸っぱくなるほど
に何度も何度も同じ事を繰り返していま
すが・・・・この暑さでは我慢の限界も
すぐそこに・・・・スタッフの皆さま、どうか、
私を怒らせないで下さい。(ーー;)
さあ、みんなっ！今日も元気に頑張る
のだっ！！働けぇ～っ！最低でも給料
分だけは働くんだぞぉ～っ！！（怒声）
(Sugar）
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署

166
168
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

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

-4http://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/pubanze
n/

★ 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
只今、Ｅメールのみの連絡となって
おります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

“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

