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＜政治＞ 

 

◆ 上院議員は「幼稚」－法律学部長 

木曜日、サン・ベダ・カレッジ大学

院法律学部の学部長は、上院議員を 

「幼稚」であるとして、高等教育  

委員会のネリ委員長の大統領府特権

の嘆願を是認する 高裁判所、ＳＣ

の裁決に引き起こされる憲法問題の

可能性を警告した。アキノ神父は、

カトリック教会が運営するラジオ 

放送局、ラジオ・ベリタスの番組で

「幼稚にならないようにしよう。 

成熟した政治家になろう」と何人 

かの上院議員を対象に呼びかける 

発言をした。 

 

◆ 上院 ＮＢＮ－ＺＴＥ公聴会  

           一時中断 

「欲深い賄賂グループ」の手先と 

されるルベン・レイエスが重要な 

証人となる３億２千９百万ドル規模

の全国ブロードバンド・ネットワー

ク、ＮＢＮに関する第１３回公聴会

は無期限の延期となった。 

ブルー・リボン委員会の委員長を 

務めるアラン・カイタノ上院議員は、

中国のＺＴＥ社と取り引きされた 

ＮＢＮ契約に関して 高裁判所が 

火曜日に裁決した結果を把握する ま

で、上院は全ての公聴会を一時的に中

断することを決定したと発表した。経

済企画庁、ＮＥＤＡの長官を務めてい

たネリ氏がＮＢＮ契約を是認する こ

とで賄賂が提示されたことをアロヨ大

統領に話した際の大統領の反応に 関

する質問について、 高裁判所は、大

統領府特権に基づき答えることを 拒

否するネリ氏を支持した。 

 

 

＜ 外交 ＞ 

 

◆ アロヨ大統領   

日曜日に香港へ －大統領府 

アロヨ大統領は日曜日から香港を訪問

する予定だ。訪問の目的はフィリピン

を地域内における投資中心地とする 

ことに力をいれる為だという。その他、

香港に在住するフィリピン人海外就労

者、ＯＦＷとの会合も計画されている

という。木曜日、ブンイェ報道長官が

発表した。香港で開催される第１０回

アジア投資会議の席上、アロヨ大統領

は、投資家や実業家を前にして演説を

行うという。アロヨ大統領は火曜日ま

で香港に滞在する予定となっている。 
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本日のレート 午前１０時現在 
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● 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。 
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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

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   居酒屋   きくふじ 
マカティ店 844-4489      パソンタモ店    893-7319 
マニラ店   523-6337      トレーダース店   527-9140 
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＜ 社会・全国 ＞ 

 

◆ フィリピンは結核罹患件数  

世界８位 

フィリピンにおける致死疾患の症例の

多件数を占めている病の１つが結核

だという。世界保健機構、ＷＨＯの  

ミンダナオ保健担当官の説明によると、

フィリピンにおける結核罹患の件数は

２２カ国の内、８番目に多いという。

ミンダナオ西部に限っても、今年、  

結核によって死亡した人は４千人にも

上っている。近年、女性の結核患者が

増加しているという。 

 

◆ 汚職容認の文化 

あるコラムニストが２０００年から 

２００７年の間、フィリピンで飢餓を

感じた人、また自分自身を貧困とみな

す人に関するデータが一覧表にして 

示した。これらの貧困指標は単一視 

せずに個別に利用することが出来ると

いう。８年間に及ぶデータには１つの

パターンが表れている。飢餓率が上昇

すると、自身を貧困とみなす人が増加

し、飢餓率が下降すると、同様に自分

を貧困とみなす人の人数が減少する。

そして２００４年の大統領選挙時と 

２００７年の全国・地方選挙の年に 

パターンに例外が示されているという。 

 

  

＜ 社会・首都圏 ＞ 

 

◆ ロザダ氏  

悲しみを乗り越えて頑張る 

ロザダ氏は水曜日、ネリ氏の証言拒否

を 高裁判所が支持する判決を下し、

アキノ元大統領が結腸癌を患っている

という２つの問題に直面したにも拘わ

らず、破棄された全国ブロードバン

ド・ネットワーク・プロジェクト、  

ＮＢＮの背景にある真実を暴露すると

いう公約の実行を継続すると発言した。

「悲しいが士気が挫けた訳では無い」

ナボタス市のサン・ロレンゾ・ルイズ・

パリッシュでロザダ氏は記者団に語っ

た。ロザダ氏は、カロオカンのイニェ

ゲス司祭がロザダ氏と地元の貧困層の

為に開催した「真実と正義、平和の  

ミサ」に参列していた。 

 

◆ デ・ベネシア三世 盗聴を告発 

全国ブロードバンド・ネットワーク・

プロジェクト、ＮＢＮ問題の証人、  

ホセ・デ・ベネシア三世氏は水曜日、

個人の電話連絡が盗聴されている疑い

があるとして法的措置を講じた。デ・

ベネシア氏は、国軍や警察、選挙管理

委員会の元委員長、アバロス氏が同氏

を監視対象としたり、嫌がらせ行為を

阻止する人身保護令状を発行する様に

と、 高裁判所に申し立てた。 

 

◆ ラス・ピニャス 創立１０１周年 

本日、アギラール市長はラス・ピニャ

スの町が創立されて以来１０１周年を

記念する祝賀会を開催し、併せて市政

開始１１周年祝う。祝賀会は雇用創出

や市全体の清掃活動、植樹活動、医療・

歯科サービス、そして文化発表会で 

彩られる。 

 

 

＜ 社会・地方 ＞ 

 

◆ カランバ町の登記官   

汚職容疑で出勤停止処分 

木曜日、行政監察院はラグナ州カラン

バ町の登記所の登記官を務めるエドガ

ー・サントス弁護士が偽の書類作成に

関与した疑いがあるとして、６ヶ月間

の出勤停止を命じた。この事件は、  

ベダスト・ヘスムンド氏によって告発

された。申し立てによると、ヘスムン

ド氏の妻、ネリー・ナヴェさんが１９

９２年１０月に同氏の所有する不動産

の権利書をロリタ・レリヤマさんと 

いう個人に譲渡するという譲渡証書が

あるという。ヘスムンド氏は、この  

譲渡に関して、妻が実行することが 

不可能だと指摘している。ヘスムンド

氏の妻は、１９９２年９月９日から 

１９９２年１２月９日に死亡する迄、

ラス・ピニャス・ホスピタルに入院  

していたという。 

 

 

＜ 犯罪事件 ＞ 

 

◆ カビテ州銃撃戦 警察官２名死亡 

水曜日の銃撃戦で警察官２名が死亡 

したという。カビテ州警察本部のポサ

ダス警視正が木曜日に発表した。死亡

した警察官の１人は殺人容疑のある 

部隊の元隊員だという。土地紛争問題

によるアベリノ・ルイズさん殺害事件

の容疑者とされていた元３級巡査の 

フリアン・ラウリネスは、水曜日の  

午後、特別行動部隊、ＳＡＦの隊員と

銃撃戦を展開して射殺された。ポサダ

ス警視正は、もう１人の志望者は、  

ＳＡＦの隊員、トビアス２級巡査で、

マアラ１級巡査が負傷したと発表した。 

 

◆ 錯乱男 少女を殺害 

水曜日の午前中、セブ州メデリン町で

気の狂った男が突然、ナイフで襲い 

掛かった為、５人が負傷し、１３歳の

少女が死亡するという事件が起こった。

ナイフで滅多切りにされたジョセル・

エストパさん１３歳は、セブ市から 

北西１２０キロメートルの位置にある

メデリン町のボゴ・メデリン・メディ

カルセンターに運ばれる途中で死亡 

した。同町警察署のリマリマ２級警察

官によると、負傷したのは、マリリン・

マエストレさん１１歳、エロウナ・  

ジェーン・アンドリノさん１４歳、  

エルマ・ラピンさん２７歳、ファウス

ト・トゥンダグさん６０歳、そして  

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: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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フェルナンド・フロレスさん６７歳だ

と発表した。被害者達は、畑に向かう

途中で犯人、ビトオンと出会ったと 

いう。被害者が大声で助けを求めたの

で近所の人々が駆けつけてビトオンを

取り押さえた。捕まった時にビトオン

も身体中にアザや殴打の跡が出来た為、

バゴ市にあるセベロ・ベラリョ記念病

院に運び込まれたという。ビトオンの

妻によると、夫が犬に噛まれて以来、

異常なる情緒不安定に陥るようになっ

たという。 

 

◆ 韓国人観光客 襲われる 

火曜日の夜、セブ州メデリン町の海岸

リゾート地区でコッテージを借りて 

いた韓国人カップルが２人組の男達に

襲われるという事件が発生した。  

リー・グ・ジャエさんとハン・チョン・

スンさんは身体中にアザや打撲傷を 

受けた。バランガイ・ダイハゴンで  

レンタルしたコッテージで就寝中、 

突然、覆面をした２人組に襲われ、  

ハンさんは、顔を叩かれて板で数回 

殴られたという。強盗が金目の物を 

物色中に被害者の２人が大声で助けを

呼んだ為、当直の警備員が駆けつけた。

強盗は逃走したが何も奪わなかったと

いう。被害者の２人は警察に被害を 

届け出た。 

◆ マニラ市元評議員 自宅で死亡 

火曜日の夜、元評議員の遺体がマニラ

市にある自宅で発見された事件は謎に

覆われている。マニラ警察管轄区殺人

課のアレバロ捜査主任は、この遺体に

ついて、マニラ第５区の元評議員、  

ルフィノ・ジョジット・ブンソイさん

５９歳であると発表した。同氏の遺体

はマニラ市サンタ・アナ、パティニオ

通り沿いにある自宅で午後７時頃、  

家族によって発見されたという。 

 

◆ ケソン市銃撃戦  

強盗容疑者２人射殺 

水曜日の未明にケソン市フィルコアの

乗降場所でコールセンターの職員から

鞄を奪った直後にケソン市警察管轄区

の捜査官と銃撃戦を展開した２人の 

強盗容疑者が射殺された。警察当局に

よると、射殺された２人の強盗容疑者

の遺体は 寄の葬儀社に運び込まれた

が身元不明だという。射殺された容疑

者はコモンウエルス・アベニュー沿い

で通勤者を襲う強盗集団のメンバーと

見られている。３８口径のリボルバー

２丁と被害者の鞄が押収された。事件

現場の露天商らによると、射殺された

２人は現場周辺でうろついているのを

頻繁にみかけているという。 

 

◆ 警察官   

バス強盗事件に関与か？ 

クラメ基地で勤務する４５歳の警察官

と一般人が水曜日に逮捕された。容疑

は、パサイ市エピファニオ・デロス・

サントス・アベニューで頻発する深夜

バス強盗事件に関与した疑い。逮捕さ

れたのは、警察警備保障事務所、ＰＳ

ＰＯのウォルテリオ・ラウリオ３級 

巡査とリカルド・タユミ。今週の始め

に発生したバス強盗事件の被害者の１

人が警察に通報したことで逮捕に繋が

った。「タユミが乗客から奪った物を 

ラウリオに渡した。多分、奪った物は

売却したと思われる」事件を捜査して

いるモラレス２級巡査が説明した。ラ

ウリオは警察官として２０年間勤続し、

ＰＳＰＯの隊員としてパキスタン大使

館の警備保護を担当していた。 

 

（ 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:clubnews@philjpn.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp
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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

 

 

【 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 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

毎日、暑い日が続きますが 

体調はいかがですか？ 

殆どの日本人の方はエアコンのきいた

室内で過ごせる環境にあると思います。 

そうなると、あまり異常なる暑さを体感

せずに過ごせるのです。 

毎年、サマーシーズンになると 

暑い暑いと文句を言っていますが 

今年はエアコン無しで 

お仕事をしているので 

まっ、今まで私は 

戯言を言っていたのだと気づきました。 

扇風機の風までが生温かく、 

連続して風に当たっていると 

気分が悪くなってきます。 

首振りにすると風が来ない間に 

汗がじわぁ～～～っと・・・・(^_ ;̂)(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
 
★ 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/pubanzen/ 
 
ＢＳＴ ＰＨＩＬ．，ＩＮＣ 
E-Mail：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 

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 
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