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BST PHILS., INC.
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。

本日のレート

銀行レート￥＝Ｐ０．３９９９
＄＝Ｐ４１．３１
市中両替所￥＝Ｐ０．４１３５
＄＝Ｐ４１．５０
※矢印はペソの動き（前日比）

配信申込・掲載希望等ご連絡は
E-mail でご連絡下さい。

＜政治＞

フィリピン・ニュース

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
＜政治＞
◆ デ・カストロ副大統領
次期大統領有力候補
◆ 副大統領 国民の信頼に感謝
◆ アキノ元大統領の闘病
野党勢力に大打撃
◆ アキノ元大統領の快復を祈るミサ
◆ アロヨ大統領
アキノ元大統領の癌告白に驚き
◆ ＳＣ判決
ネリ氏の犯罪隠蔽に導く？
＜社会／全国＞
◆ ＤＳＷＤ
貧困層への米割引クーポン発券
◆ ＣＯＭＥＬＥＣ高官の警備 強化
＜社会／地方＞
◆ バタンガス州 フエテンが復活
＜社会／首都圏＞
◆ マニラ国内線空港

停電

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

広告募集

◆ デ・カストロ副大統領
次期大統領有力候補
今現在、大統領選挙が行われたら 与
党のデ・カストロ副大統領が当選する
ことになりそうだという。２月２１日
から３月８日に行われた最新のパル
ス・アジア全国調査の結果に示された。
デ・カストロ副大統領が２１.５％、野
党のレガルダ上院議員が１７.５％、
エ
スクデロ上院議員 １３％、ロハス上
院議員１０.５％、
ラクソン上院議員９.
９％、
ビリヤール上院議員９.３％とな
っている。
◆ 副大統領
国民の信頼に感謝
火曜日、デ・カストロ副大統領は、大
統領選挙が今現在、行われた場合、自
分が当選することを示した最新の世論
調査の結果を歓迎する発言をした。
「最
新のパルス・アジア調査で 示された
国民の私に対する信頼と 自信に感謝
している」デ・カストロ副大統領は。
この様に述べた。
◆ アキノ元大統領の闘病
野党勢力に大打撃
野党勢力を統一してきた実績のあるア
キノ元大統領が結腸癌によって活動に

午前１０時現在

参加できなくなる可能性があることは、
野党にとって大きな打撃となり得ると
いう。火曜日、アテネオ・デ・マニラ
大学の教授が語った。アテネオ大学の
政治学科のコー教授は、野党勢力は、
アキノ氏の不在により、統一の継続と
いう点において問題が悪化することに
なるだろうという。

◆ アキノ元大統領の快復を祈るミサ
火曜日の夜、マニラ市にあるセント･
スコラスティカ大学で、結腸癌と診断
されたアキノ元大統領の為に、早期
快復を祈るミサが開催され、親族や
友人が祈りを捧げた。ミサには、ドリ
ロン前上院議長を始めとするアキノ氏
のスポークスマン、シタンコ氏、マニ
ラ市のリム市長、そしてデ・ラサール
大学の同窓生が集まった。
◆ アロヨ大統領
アキノ元大統領の癌告白に驚き
火曜日、アロヨ大統領は、政敵とされ
るアキノ元大統領が癌の診断を受けた
と報じられたことに驚きを表した。ア
ロヨ大統領は声明で、
「私は、フィリピ
ン国民と同様に、アキノ元大統領の病
気を知って驚いた」
「アキノ元大統領は
平和な方法で政府の変革を遂げた」と
発表した。

さくらグループ
☆★☆ 皆さまのお越しをお待ちしております ☆★☆

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

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

893-2163

893-7319
527-9140
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◆ ＳＣ判決
ネリ氏の犯罪隠蔽に導く？
中国ＺＴＥ社とのＮＢＮ契約における
不正に関する上院の調査に関して、
高等教育委員会のネリ委員長が申し
立てていた嘆願に対する最高裁判所、
ＳＣの裁決は、上院が権限を持つ立法
機関の調査を無力化するだけでなく、
犯罪の隠蔽にもつながることになり
得ることが懸念されている。大統領府
特権に関する教義によって、ネリ氏と
アロヨ大統領がＮＢＮ－ＺＴＥ契約に
ついて話し合った会話についての質問
を３つに限るとした最高裁判所の判断
は、他の上院調査における教義の侵害
にもなり得るとされている。

＜社会／全国＞
◆ ＤＳＷＤ
貧困層への米割引クーポン発券
社会福祉開発省、ＤＳＷＤは、貧困
世帯に配布する米のクーポン券を発券
する準備を進めている。これによって
政府の補助で米を購入することが出来
る様になるという。ＤＳＷＤのカブラ
ル長官によると、米不足になった場合
に備えて、国内各地の貧困世帯を特定
する準備を既に完了させておく様にと
農業省から通達されているという。
◆ ＣＯＭＥＬＥＣ高官の警備 強化
選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣの
法務部長が月曜日に殺害されたことを
受けて、選管職員に対する警備が強化
されているという。
火曜日、サルミエント委員が明らかに
した。サルミエント氏が地元テレビ局
の朝の番組で語ったところによると、
ＣＯＭＥＬＥＣ法務部のアスダラ部長
が殺害されたことで、選管幹部連中の
警戒心が高まったという。

2008/03/26
＜社会／地方＞
◆ バタンガス州 フエテンが復活
バタンガス州のレクト州知事の取り
組みにも拘わらず州内における違法
番号賭博、フエテンは現在も同州内の
複数の町で行われているという。匿名
を希望する警察幹部の話によると、
フエテンは、カラタガン、カラカ、
ラウレル、タマヨ、バラヤン、トゥイ、
タアル、タナウアン、イバアン、リパ
市で復活しているという。
＜社会／首都圏＞
◆ マニラ国内線空港
停電
マニラ国内線空港では、この４日間で
停電が２度も発生し５０便以上が遅延
するという混乱が生じた。火曜日の
午後、混乱はおさまり、通常運航に
戻ったという。チケット発券や荷物
検査、
チェックインの手作業によって、
乗客は数時間もの間、暗闇の中や
炎天下で長蛇の列に並ぶことになった。
セブ・パシフィック航空とアジアン・
スピリッツ航空、シー・エアー航空の
運航が最低でも３時間遅延したという。

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。

【 お知らせ 】

ＶＨＳからＤＶＤに変換することも
可能です。

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。

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

フィリピンにてホームページの作成
予算１万ペソから請けたまります。
広告付き無料プランもあります。
お見積もり相談は無料。
お気軽にお問い合せ下さい。

担当 岩崎、桑山まで

http://www.mag2.com/m/0000260019.html

（ 提供: Early Bird News Service ）

パソコンの１１９番

http://friendshipmanila.com/

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。

このＰＤＦ版は３月末までです。

国内旅行・海外旅行

E-mail：ftrc@pldtdsl.net
E-mail：fstmn@pldtdsl.net
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WEB-MAKATI:
info@web-makati.com
http://www.web-makati.com/

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。

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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-3St. Luke’s Medical Center
723-0301

【 緊急サービス情報 】

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■

編 集 部 よ り
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■
インターネットが繋がらないと仕事に
ならないのでイライラしますが
ちょっと繋がるダイヤルアップでも、
かなりイライラしてしまいます。
昔は、ダイヤルアップしかなかったので、
な ぁ ～ん て便利な ものな の っ！ と 、
大感激していた私は今はもう何処にも
いません。確かダイヤルアップに感謝
していたと記憶しています・・・それが
今は長い付き合いで飽きてしまった
恋人のようなものです。うぅ～～ん・・・・
心変わりとはこういうものなのかもしれ
ません。新しいＤＳＬや光ファイバーに
出会ってしまうとダイヤルアップなんか
何の魅力も無いのです・・・・・それでも、
インターネットに繋げる選択肢がなく
なるとダイヤルアップ様のお世話に
なってしまうのです。やはり、どんな
ものでも大切にしてあげないといけま
せんね。その魅力の無い不便なものが
自分にとって大切なものになる可能性
があるのですから。(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

★ 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/pubanze
n/

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

