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＜政治＞ 

 

◆ アロヨ大統領  

厳しい経済状況を予感 

石油や米の価格が値上がっているこ

とにより世界経済の成長が停滞して

いることから、社会経済企画庁、Ｎ

ＥＤＡが新たな経済目標を発表した。

その中で、水曜日、アロヨ大統領は、

フィリピンが困難な時期に向かうこ

とが予想されると発言した。２００

７年、フィリピンでは３１年ぶりに

７.３％と いう経済成長の記録を

更新した。パンパンガ州クラーク特

別経済地区で行われた開発フォーラ

ムの席上、アロヨ 大統領は、「経済

的視野における水平線に暗雲が立ち

込めている。我々は、  この問題

に立ち向かわなければならない。世

界経済は重大な局面に対峙してい

る」と述べた。 

 

◆ アキノ元大統領の為に「祈る」  

－自由党幹部 

水曜日、自由党の幹部は、癌を患っ

ているアキノ下大統領は「祈り」に

よって救われると発言した。アキノ

元大統領が癌を克服し、引き続き、

現政権の汚職疑惑について真実を求

める国民を指導するという。「これま

でに、いかなる困難に立ち向かってき

たアキノ元 大統領を見てきた。結腸

癌についてもアキノ元大統領が克服し

てきた問題の中の１つになるであろう

ことを確信 している」自由党の全国

代表、ドリロン前上院議長が声明を 

発表した。 

 

 

＜社会／全国＞ 

 

◆ 米農家  

「生産量の落ち込みから価格上昇」 

水曜日、フィリピンの農業従事者は、

来月の収穫が乏しいと見込まれる中、

米危機が悪化して価格が上昇すると警

告している。国家米作農家評議委員会

のタデオ会長の話によると、同委員会

の推計では生産量が２か月分の需要に

あたる１９０万トンにしか満たないと

いう。 

 

 

＜社会／首都圏＞ 

 

◆ 選管法務部長殺人事件   

犯行動機は復讐？ 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣの 

アスダラ法務部長と前任者のダライグ

前部長が殺害された事件について、 

警察当局では、この２つの事件には 
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関連性があり、復讐が犯行動機では 

ないかとみなしている。水曜日、ＣＯ

ＭＥＬＥＣのメロ委員長は、警察当局

に対して、全力を尽くしてアスダラ 

部長の殺害犯を見つけ出し、法的措置

に直面させる様にと呼びかけた。 

 

◆ マニラ市とカロオカン市   

２２時間の断水 

水曜日、マイニラッド・ウォーター社

は、マニラ市やカロオカン市の一部で、

２９日の土曜日に２２時間に渡って 

断水とすることを発表した。同社に 

よると、補修・復旧工事を施すことに

よって、マニラ市やカロオカン市で 

配水の不充分な地域における水供給が

改善されることになるという。断水 

時間は、土曜日午前１時から日曜日の

夜１１時までの間だという。 

 

◆ 国内線空港の電力 復旧 

火曜日、マニラ国内線空港ターミナル

では停電によって５０便以上の航空便

が遅延して乗客数百人が立ち往生した。

この停電騒ぎから一夜明けた水曜日、

同空港の電力供給が復旧したという。

マニラ国際空港管理庁の発表によると、

停電の原因となった回路遮断機は修理

され、現在、事故原因を究明中だと  

いう。 

 

◆ ロドリゲス町 停職町長の居座り 

火曜日の夜、停職処分を受けている 

クエルポ町長の支持者がリサール州 

ロドリゲス町の役場前で徹夜のミサを

開いた。支持者と警察官との間で緊張

した状態が続いている。クエルポ町長

が立て篭もったことにより、町長の 

支持者達が庁舎の入り口にバリケード

を張ったことで、町役場の業務に混乱

が生じているという。 

 

 

 

 

◆ 売春宿経営の邦人 逮捕される 

売春業を営む表向きの事業としてナイ

ト・クラブを経営していたとして日本

人の男が逮捕されたという。入国管理

局が発表した。地元のテレビ局が報じ

た。入国管理局の捜査官によって逮捕

された日本人は、鈴木マサイチ容疑者

４６歳。鈴木容疑者は、クラメ基地に

あるフィリピン国家警察本庁の犯罪 

捜査探知班に連行された。３月３日、

マニラ市マラテにあるエンジェル・ 

ハートというカラオケ店で被害者の 

１人とされる１７歳の少女が保護され

た際に鈴木容疑者が逮捕された。 

 

◆トンド火災 

水曜日の午前中、マニラ市トンド地区

にあるスラム街で火災が発生し、少な

くとも２００世帯が被災した。マニラ

消防署のコルデタ署長によると、火災

は午前１０時１４分、トンド地区に 

あるパロラ施設の簡素な家屋の１つ 

から発生したという。火災による被害

額は２００万ペソ相当だという。 

 

◆ ＭＭＤＡ 交通切符一本化に 

従わない首長達に警告 

マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡは、

反抗的な首長連に対して、マニラ首都

圏における交通違反切符一本化の実施

を阻止する場合は、告訴の対象となる

と警告を発した。「当局は、アロヨ大統

領によって命じられ、交通団体からも

要求されている」マニラ首都圏の一部

の首長が交通違反切符を統一すると 

して大統領令第７１２号に従わないと

宣言していることについて、ＭＭＤＡ

のフェルナンド長官は、この様に述べ

た。 

 

◆ 元州知事による正当防衛発言  

目撃者が反発 

バタンガス州のレビステ元州知事が 

旧知の側近、ラファエル･デ・ラス・  

アラスさんを射殺した状況について、

容疑者は、被害者が自分を殺害しよう

としたことで正当防衛を主張していた。

２人の目撃者は、このレビステ元州知

事の主張に反する証言をした。 

 

 

＜社会／地方＞ 

 

◆ 食糧庁の米 再梱包して販売 

イサベラ州の悪徳貿易商が国家食糧庁、

ＮＦＡの米を再梱包して商品として 

売却していたことが露見した。警察 

当局の報告によると、国家警察捜査 

探知班管理部門の理事会が、同州の 

倉庫内で違法行為が行われていること

を撮影した映像を入手したという。今

現在、大統領選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。 

 

 

（ 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。 

パソコンの１１９番 
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。 

 
WEB-MAKATI: info@web-makati.com

http://www.web-makati.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:clubnews@philjpn.com
http://www.mag2.com/m/0000260019.html
mailto:info@web-makati.com
http://www.web-makati.com/
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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《 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 】 
 

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 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

今朝は目から鱗が落ちたので何だか爽

やかな気分です。 

フィリピンに長年住んでいて気がつかな

かったことに気がつけました！ 

後で、皆さまにもお知らせしますから、

ブログを読んでくださいねぇ～！！

(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

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/

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:info@friendshipmanila.com
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

