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＜政治＞ 

 

◆ アロヨ大統領   

香港で抗議行動の出迎え 

日曜日、３日間の訪問の為に香港に 

到着したアロヨ大統領は、抗議運動

の出迎えを受けた。アロヨ大統領は、

第１１回クレジット・スイス・アジ

ア投資会議に出席する予定だという。

地元テレビ局の記者によると、１千

人近くの急進派の海外フィリピン人

就労者、ＯＦＷは、アロヨ大統領が

グランド・ハイヤット・ホテルから

姿を現した時に、騒音で集中攻撃を

行ったという。 

 

◆ アロヨ大統領   

   香港要人との会談を直前に中止 

アロヨ大統領は、香港の特別リー  

ジョンで総裁を務めるドナルド･  

ツァン氏との会談が予定されていた。

しかし、同会談がアロヨ大統領の  

日程から外された。理由は説明され

ていない。アロヨ大統領は３０日の

日曜日に香港を訪問し、４月１日に

ツァン氏を始めとする香港の財界要

人との会談を予定していた。４月１

日に予定された同会談が大統領府に

よって確認されたのは先週だったが

キャンセルの理由は明確に発表され

ていない。 

 

◆ アキノ元大統領   

科学療法で改善 

アキノ元大統領は、結腸癌に対する  

闘病で、化学療法の第１クールを終了

したという。日曜日に家族が明らかに

した。アキノ元大統領の闘病は、順調

だという。「回復している。血球値が  

改善して、食欲も戻った」孫息子の   

ジギー･アキノ･クルズさんは、この様

に発表した。 

 

◆ 石油・米価格の値上げ  

阻止政策が功を奏する 

日曜日、アロヨ大統領は、国際市場に

おける石油や米の価格値上がりによる

フィリピン人消費者に対する影響に 

ついて、アロヨ政権の取り組みに    

よって緩和されていると発表した。  

「国内における経済計画や海外に於け

る取り引きといった全ての努力を共に

取り組んできたことにより、今日の  

フィリピンに影響を与えている世界的

な経済の威力に対応する準備に役立っ

ている」アロヨ大統領は香港への出発

前に、この様な声明を発表した。アロ

ヨ大統領の声明によると、フィリピン

の経済計画は、基本商品の価格が制御

不能な状態に陥ることを回避する点を

極めて重要なものとしているという。 
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本日のレート 午前１０時現在 
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※矢印はペソの動き（前日比） 
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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 

 

日本食品  山  崎   893-2163 
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◆ マニラ首都圏  

アース・デーに節電 

土曜日の午後８時、気象状況の変化に

対する自覚を高める世界的な運動  

「アース・アワー」のイベントに参加

したマニラ首都圏の地平線がゆっくり

と夜の闇に包まれた。ロハス大通りや

エドサ道路の沿線では、サイレンが  

鳴り響き、街灯が明滅し、大通り沿い

の高層ビルのシルエットが浮かび上が

った。 

 

◆ モンティンルパ市長  汚職告発 

モンティンルパ市のサン・ペドロ市長

と同市の職員２１人は、２億３８００

万ペソ相当のインフラ・プロジェクト

における不正に関与した容疑で行政 

監察院に汚職収賄の告発をされた。  

同市の元部門長、ドリエトン氏の告発

によると、サン・ペドロ市長他、告発

の対象となった同市職員は、適切な  

入札手続をとらずに１１のインフラ・

プロジェクトを実施したという。 

 

◆ バレンズエラ市  

路上発砲事件で２人死亡 

日曜日の深夜、バレンズエラ市の路上

で発砲事件が起こり、失業中の２人の

男性が死亡した。バレンズエラ市警察

署の捜査班に所属するミランダ２級 

警察官の発表によると、午前零時半頃、

フェルナンド･ベリヨ容疑者２４歳が

率いるグループと敵対するグループが

銃撃戦を開始したという。死亡した  

被害者達は対立グループに所属してい

た。この２人は、バレンズエラ総合   

病院に運ばれたが複数被弾しており 

治療中に死亡した。 

 

◆ ＢＦホームス２つの選挙   

住民が混乱 

週末、ＢＦホームズ･パラニャケで対立

する統一ＢＦホームス家主連盟の関係

者が２つの選挙を実施した。両陣営は

それぞれ住民の支持を得ていると主張

しているが、住民達の間では、どちら

の組織を支持すれば良いのか混乱した

ままだという。 

 

◆ 銀行強盗   標的は銀行顧客 

２月、マニラ首都圏では銀行強盗事件

が発生しなかったという。しかし、   

マニラ首都圏警察管轄本部のバリアス

本部長によると、現金を銀行から引き

出したばかりの市民を襲う強盗事件の

件数が増加しているという。バリアス

本部長は、インタビューで、「銀行強盗

犯は、銀行を襲うという作戦から銀行

で多額の現金を引き出したばかりの 

銀行の顧客を襲うという作戦に変えて

きている傾向がみられる。我々は、   

こうした行為を阻止しようとして   

いる」と述べた。 

 

 

＜社会・全国＞ 

 

◆ 日本人夫に殺害された比人妻と 

男児の遺体が帰国 

日曜日、日本人の夫に殺害されたフィ

リピン人妻と男児の遺体がフィリピン

に戻ってきた。クリサンタ･ロペス長野

さん３３才と息子で生後７ヶ月の直正

ちゃんの遺体が納められた棺は午後 

１時４５分のフィリピン航空、ＰＲ 

４３１便でマニラ国際空港に到着した。

外務省のスポークスマン、クリストバ

ル氏は先般、２人の遺体が「葬儀準備」

の為にマニラに戻されることになると

発表していた。火曜日、２人の遺体は

カピス州ロハス市に移送されることに

なるという。 

 

◆ 賞金２億ペソ超 宝くじ当選者 

賞金が２億４９００万ペソ以上に膨れ

上がったスーパーロット６／４９は、

６桁の組み合わせ番号を正しく推定し

た人が１名現れた。フィリピン慈善宝

くじ局のスポークスマン、セドロ氏に

よると、この唯一の当選者はルソン島

の何処かで宝くじを購入したという。

賞金額は過去 高の２億４９００万 

５１２０.４０ペソだった。 

 

 

＜社会・地方＞ 

 

◆ ミンダナオ南部  

ＰＬＤＴのＤＳＬサービス遮断 

日曜日、ダバオ市でフィリピン長距離

電話会社、ＰＬＤＴのＤＳＬサービス

が停止したが、同社幹部は、インター

ネット・サービス遮断の原因が特定 

出来ていないと発表した。この突然の

サービス停止によってミンダナオ南部

の地域における法人や個人のブロード

バンド・ユーザー数千人に影響が及ん

だ。ＰＬＤＴのカスタマー・サービス

への問い合わせによると、通信の不具

合は午前９時から開始したという。 

 

 

 

（ 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。 

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
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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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版は本日までです。 
 

■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

編 集 部 よ り 
■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■◆■ 

ちょっと鬱病傾向にある私は精神を鍛え

る為に今朝は以前から気になっていた

犬の散歩を実行しました。十衛兵君は

大喜びでドアの前で「おすわり」したら言

われもしないのに「お手、お手、お手、

お手、お手、お手」の連発です。超可愛

い奴。十衛兵は、調教されているので、

私よりも前に出すのは頭だけ、それ以

上、前に出て私を引っ張るようなことは

しません。私が早足にすると、ちゃんと

歩調をあわせます。全力疾走はしませ

ん。長くなりそう・・・続きはブログで！

(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
 
★ 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

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 

http://www.mag2.com/m/0000260019.html
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
http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
mailto:clubnews@philjpn.com
www.tgacademy.com
http://www.ch-sakura.jp/
mailto:kyokushinkan888@Yahoo.co.jp

