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フィリピン・ニュース

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
＜政治＞
◆ アキノ元大統領
結腸癌の罹患を発表
◆ 高位聖職者
前大統領の出馬計画に苦言
＜社会／全国＞
◆ ピストン
石油価格の値上げ反対運動を予告
◆ ケルビン大佐
心臓センターに検査入院
◆ アロヨ大統領の支持率 低下
－世論調査
◆ 世論調査 結果詳細
◆ 大統領府 調査結果にひるまず
◆ 野党上院議員 上位に
－パルス･アジア調査
＜社会／首都圏＞
◆ ロドリゲス町
停職処分の町長支持者がバリケード
◆ マカティ市 発砲事件
＜社会／地方＞
◆ タウィタウィ州の遺体
ドゥルマティンの遺体では無い
◆ 国軍参謀総長 南沙諸島を視察
◆ アロヨ大統領 南沙諸島訪問を否定
◆ 国軍
パラワン観光の安全性をアピール
◆ ＣＮＧバス
無料乗車後の運賃割引はしない

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

● 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￥＝Ｐ０．４０１０
＄＝Ｐ４１．３１
市中両替所￥＝Ｐ０．４１２０
＄＝Ｐ４１．５０
※矢印はペソの動き（前日比）

＜政治＞

＜社会／全国＞

◆ アキノ元大統領
結腸癌の罹患を発表
アキノ元大統領は、結腸ガンの宣告を
受けたという。月曜日、娘のクリスさ
んと息子のノイノイ・アキノ 上院議
員が発表した。クリスさんによると、
アキノ元大統領は、昨年
１２月に
高血圧で入院した後、数種の検査を受
けていたという。
「母は、何処が悪いの
かを知りたがっていたので、家族の同
意の下で健康診断といくつかの検査を
受けた。その結果、母が結腸癌を患っ
ていることが判明した」クリスさんは
地元のテレビ局の取材に対して、この
様に述べた。

◆ ピストン
石油価格の値上げ反対運動を予告
月曜日、輸送団体、ピストンは、 石
油製品の価格が新たに引き上げ られ
る中、抗議運動を実施する計画を明ら
かにした。ピストンのサン・マテオ事
務総長によると、一連の 石油価格の
値上げに反対する為に、 同団体が今
回、準備しているのは、
４月か５
月に大規模な交通ストライキに発展す
る可能性があるという。

◆ 高位聖職者
前大統領の出馬計画に苦言
月曜日、
フィリピン・カトリック
司
祭会議、ＣＢＣＰの高位聖職者は、２
０１０年に再び大統領選挙に出馬する
というエストラーダ前大統領の計画を
たしなめる発言をした。カロオカンの
司祭でＣＢＣＰの広報担当委員会のイ
ニゲス委員長は、エストラーダ前大統
領が国家の為に何か 新しいことが出
来るとは思えないと述べた。

◆ ケルビン大佐
心臓センターに検査入院
クーデター未遂事件に関与した容疑で
拘留中の海兵隊のケルビン大佐は月曜
日、胸の痛みの原因を特定する検査を
受ける為にケソン市にあるフィリピン
心臓センター、ＰＨＣに入院した。
妻のポンさんによると、ケルビン大佐
は、ケソン市にあるフィリピン国軍
メディカルセンターの心臓病部門の
部長、プンザラン医師に勧められて
ＰＨＣに入院したという。
◆ アロヨ大統領の支持率

低下
－世論調査
全国ブロードバンド・ネットワーク、
ＮＢＮの疑惑問題がアロヨ政権にもた
らした代償は、フィリピン国民の半数
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がアロヨ大統領の業績を認めていない
こと、そして過半数の国民から信頼を
得られていないことだという。最新の
パルス・アジアの調査によって示され
た。２月２１日から３月８日かけて
実施された全国調査で５１％がアロヨ
大統領の過去３ヶ月間に渡る業績に
批判的で、不支持率が５７％を記録
したという。

2008/03/25
を記録したという。
「国民は、レガルダ
上院議員の実績を最も認めており、
承認率は７９％を記録した。エスクデ
ロ上院議員（７７％）
、パンギリナン
上院議員（７６％）
、ロハス上院議員
（７２％）が追随している」月曜日、
パルス・アジアは、
この様に発表した。

＜社会／首都圏＞
◆ 世論調査
結果詳細
パルス・アジアによると、今回の調査
によって示された数字は、２００７年
１０月に記録した数字よりも著しく
上昇しているという。昨年１０月の
数字は、業績に不満だと答えた人が
３９％で、不支持率が４６％だった。
アロヨ大統領の業績を承認すると答え
た人は２３％、判らないと答えた人は
２６％だった。アロヨ大統領の支持率
は１０月の３０％から７％にまで
下がった。一方、判らないと答えた人
は３１％から５％増えている。

◆ 大統領府 調査結果にひるまず
月曜日、大統領府は、国民の２人に
１人がアロヨ大統領を承認していない
ことを示したパルス・アジアの調査
結果について、重要視しないという
態度を表明した。ブンイェ報道長官に
よると、アロヨ大統領は、人気の順位
よりも「経済的な数字」を気にかけて
いるという。同長官は、アロヨ大統領
の優先順位は、国家経済であると付け
加えた。
◆ 野党上院議員 上位に
－パルス･アジア調査
パルス・アジアの調査によると、全て
の上院議員が事実上、過半数の承認率
を受けており、与・野党の比較では、
野党の上院議員の方がより高い承認率

◆ ロドリゲス町
停職処分の町長支持者がバリケード
停職処分を受けているリサール州ロド
リゲス町のクエルポ町長の支持者達は、
警察当局が町長を市役所から立ち退か
せることを阻止する為に、市役所の
入り口で人間バリケードを張った。
２月１３日以来、予防的停職処分を
受けているクエルポ町長を市役所から
立ち退かせる任務に就いている警察官
が人間バリケードに直面した。クエル
ポ町長は、市役所から立ち去る計画が
無いと主張している。

◆ マカティ市 発砲事件
月曜日の正午前にマカティ市で発砲
事件があり２人が負傷したという。
マカティ市の警察高官が発表した。
クルズ警視正が地元のテレビ局に発表
したところによると、
警察当局は現在、
事件の捜査中だという。初期捜査に
よると、被害者は、フィリピン・アイ
ランド銀行、ＢＰＩから出てきて
フィンランディア通りにあるマクロに
向かって歩いていたところを、何者か
に撃たれたという。
＜社会／地方＞

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/

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで

バリの爆弾テロリスト容疑者、ドゥル
マティンのものではないかと思われて
いた遺体は、ほぼ１ヶ月に渡る検死の
結果、同容疑者のものではない可能性
が指摘されているという。月曜日に
報じられたところによると、インド
ネシア警察当局は、２００２年のバリ
島爆弾テロ事件で指名手配されている
イスラム過激派幹部の死体ではないと、
ジャカルタ・ポストが同日報じている
という。フィリピン当局は、この遺体
について、１月にタウィタウィで展開
されたフィリピン国軍との交戦で負傷
したドゥルマティンのものであると
思われると発表していた。
◆ 国軍参謀総長
南沙諸島を視察
月曜日、フィリピン国軍、ＡＦＰは、
領有権問題が生じている南沙諸島を
防衛する準備態勢が整っていると発表
した。エスペロン国軍参謀総長と国軍
幹部の数人はＣ１３０型軍用機に搭乗
して、フィリピンが領有権を主張して
いる岩礁と９つの諸島の内の１つ、
パガサ島を視察のために訪れた。エス
ペロン参謀総長は到着に際し、フィリ
ピンが確保している島々の領有権の
主張を撤回することは絶対にあり得な
いと強調した。
◆ アロヨ大統領
南沙諸島訪問を否定
月曜日、アロヨ大統領は、国軍のエス
ペロン参謀総長が同日、アロヨ大統領
が近日中に領有権問題で揺れる南沙
諸島を訪問すると発表したことについ
て否定した。アロヨ大統領が南沙諸島
の訪問を望んでいるという参謀総長の
発言について尋ねられたアロヨ大統領
は、
「そんなことは無い」と打ち消す
発言をした。

◆ タウィタウィ州の遺体
ドゥルマティンの遺体では無い
タウィタウィ州で発見された遺体は、

国内旅行・海外旅行

E-mail：ftrc@pldtdsl.net
E-mail：fstmn@pldtdsl.net
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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）

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

2008/03/25

ＮＥＷＳ

◆ 国軍
パラワン観光の安全性をアピール
夏季の観光地で人気のあるパラワンの
安全性について、国軍が国内外の観光
客に保証する発言をした。国軍の西部
司令本部のボロメオ海軍少将によると、
パラワン州全土にあるリゾート各地で
いかなる脅威の存在も確認されていな
いという。
◆ ＣＮＧバス
無料乗車後の運賃割引はしない
圧縮天然ガス、ＣＮＧは、ディーゼル
価格の半額となるにも拘わらずＣＮＧ
で動くバスの利用客に対する運賃の
割り引きは無いという。バタンガス／
クバオ、カランバ／アラバンを運行
する１１台のＣＮＧバスは４月３日迄、
運賃が無料だという。その後、一般運
行が直ちに施行され、全区間の片道
運賃はそれぞれ１５０ペソと７７ペソ
になるという。

（ 提供: Early Bird News Service ）
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【 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。
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

マカティで昨日、ＢＰＩから出た人が撃た
れたという事件がありましたが多分、
狙われていたんでしょうね。
でも、みなさん、銀行やＡＴＭでお金を
引き降ろしたり両替所で大金を両替する
場合は、必要以上に気を使って下さい。
景気が悪いと犯罪率が悪化しますから
たった１人では行かないように、その
まま、うろちょろ買い物しないで下さい。
日本人は危機感が薄いので狙われや
すいのです。お気をつけ下さい。
(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
只今、Ｅメールのみの連絡となって
おります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
昨日の引き締め教育のお陰で、今朝は
みなさん、早く出勤していました。(^_^)v
でもね、時間通りに朝礼して下さいね。
５分前に到着したら終わっていました。
(T_T)
なんと極端なんでしょうかっ！！

“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？

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

