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――――――――――――――――― 

フィリピンニュース 
――――――――――――――――― 

＜夜版＞ 

◆ 野党公認の３候補 高い信頼  

－パルス・アジア 

ローレン・レガルダ元上院議員と２人

の真正野党、ＧＯ公認の候補者は、国

民にとって も信頼に値する公人だと

いう。水曜日、 新のパルス・アジア

調査の結果として発表された。ＧＯの

エスクデロ候補とビリヤール候補、そ

してレガルダ候補の３人は、４月３日

から５日にかけて実施されたパルス・

アジアの 新の調査で高い支持率をあ

げた。 

 

◆ 信頼できない公人  

アロヨ大統領・ラモス氏・オレタ氏 

一方、パルス･アジアの 新調査では、

アロヨ大統領とラモス元大統領、そし

て与党のオレタ上院議員候補の３人が

も信頼出来ない人物とされた。４月

３日から５日にかけて行われた選挙事

前調査の結果、パルス・アジアは独自

の調査における判断基準として選択さ

れた２６人の公人の内、「４１％から４

３％という多数の国民がこの３人を信

頼していない」と公表した。 

 

◆ 選挙集会発砲事件  ６人が負傷 

火曜日の夜、カロオカン市の住宅街で

エチェベリ市長の選挙運動集会におい

て何者かが発砲した。この事件で、民

間人６人が負傷し、市長の車が破損し

たという。水曜日、地元のテレビ局が

報じた。 

◆ ２月の輸出 ７％増 

フィリピンの２月の輸出総額は、主要

な輸出産業である電子機器関係の堅調

な伸びに支えられ、前年比７％増を記

録した。 

 

◆ ナボタス町／マンダルーヨン市  

火災の被災者に疾病が流行か？ 

先週の土曜日にマンダルーヨン市で民

家１,４００棟以上が全焼した火事に

被災して、避難所に詰め込まれた約２,

３７６世帯の住民に疾病が忍び寄って

いるという。マンダルーヨン市社会福

祉担当のラガラン氏が水曜日に発言し

たところによると、多くの症例は０歳

から１２歳迄の年齢の児童の風邪だと

いう。一方、ナボタス町では、別の火

災の被災者が救援物資を奪い合うとい

う別の問題が起こっているという。 

 

◆ 西ネグロス州の市長 入院 

土曜日、西ネグロス州の市長がバコロ

ド市のカジノ・フィリピーノ・ホテル

で嘔吐し、病院に運ばれた。サン・ス

ター・バコロド紙が水曜日に報じたと

ころによると、ビクトリアス市のパラ

ンカ市長７３歳は土曜日の午後４時頃、

バコロド市内にあるリバーサイド・メ

ディカルセンターに運びこまれたとい

う。市長陣営の発表によると、同市長

は、入院先の集中治療室に収容されて

いるが深刻な容態では無いという。 

 

＜夕刊版＞ 

◆ ９７０億ペソのインフラ整備  

２０１０年に完了 －大統領府 

大統領府が火曜日に明らかにしたとこ

ろによると、政府の大規模なインフラ

計画の一環として、２０１０年までに、

あわせて９７０億ペソ相当、２１件の

優先道路・橋梁プロジェクトの完成が

予定されているという。 

 

◆ ＴＵ 公式ホームページを開設 

与党のチーム・ユニティー、通称ＴＵ

の公認上院議員候補者達は、５月１４

日の選挙に向けた活動期間が終盤を迎

える中、より多くの投票者と接するこ

とを目指し、ホームページを立ち上げ

ることによってサイバースペースに進

出した。 

 

◆ ブルサン火山  灰噴出 

月曜日に噴火したブルサン火山は、同

日夜に３度目の火山灰噴出を記録した。 

 

◆ ＮＡＩＡ貨物／郵便の検査強化 

マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡＡのク

シ所長は火曜日、ニノイ・アキノ国際

空港における貨物や郵便の検査方式を

強化する様にと命じた。 

 

◆ 現金強奪犯  

通行人の協力で逮捕される 

ケソン市で女性店員から現金を強奪し

たオートバイに乗った２人組の男が駆

けつけたケソン市警察管轄本部の警察

官によって逮捕された。警察当局の発

表によると、強盗犯は、被害者のアニ

リン・シアプノさんの鞄を強奪しよう

として被害者の行く手を阻み、ナイフ

で脅して被害者から所持品を奪ったと

いう。容疑者が逃走する際、被害者が

悲鳴をあげたことから、近くにいた人

達が素早く容疑者の逃走を阻止したと

いう。 

PHIL 

NEWS 

●PHIL JAPAN NEWS は無料フィリピン情報メールサービ

スです。配信申込・掲載希望等ご連絡は…  

mailto: winsclub@winsmanila.com  
TEL ７５２－７２４６ FAX  ８９３－３６５０ 

アドレスの変更は、変更前のアドレスもご連絡下さい。

●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。  mailto: winsclub@winsmanila.com 

●現在のPHIL JAPAN 会員数２０５３名（個人・法人） 

今日のレート  午後４時現在 

 

銀行レート \＝Ｐ０．３９１４(↑)  

 $＝Ｐ４７．７０ （↑）

市中両替所 \＝Ｐ０．４０２０(→)  

 $＝Ｐ４７．８５ （→）

＊矢印はペソの動きです。（前日比）

海外引越 ・ 国内引越 
日本の心でお運びします。詳しくは http://www.nittsu.com/home.asp へ 

海外・国内引越・ジェット宅配便は、フィリピン日通にお任せ下さい。 

引越準備は余裕を持って、お早めに。ご相談、お見積もり無料です。 

「 引越ホットライン 」 ８６４－０３７２／８６４－０３７３ 
日本人スタッフ（飯田・森・糸山）まで、お気軽にご相談下さい。 

フィリピン日通 海外引越課   E-Mail mailto:iida@nittsu.com.ph 
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◆ ＰＡＬ増便 

フィリピン航空、通称ＰＡＬは、夏季

の期間中における旅行需要を満たす為

に、国内線と国際線を増便するという。

国内線は６月初旬までダバオやカリボ、

タグビララン、カガヤン・デ・オロ、

タクロバン便が搭乗客用の座席数を補

充し、増便する。また、北京を始め、

厦門（あもい）、名古屋、沖縄、ソウル、

釜山、ロサンゼルス、サンフランシス

コ、ラスベガス、そしてバンクーバー

に国際線で向かう人々も増便を利用す

ることになるという。名古屋便につい

ては現在の週４便から週５便に、沖縄

については週２便から週３便に増便さ

れるという。 

 

＜午後版＞ 

◆ アロヨ氏の救命  

間一髪 －主治医 

アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ

イク・アロヨ氏の主治医が明らかにし

たところによると、ケソン市にあるセ

ント・ルークス・メディカル・センタ

ーにアロヨ氏の到着が遅れていたら死

の瀬戸際をさ迷うことになったという。

セルバンテス医師は火曜日、テレビ番

組の中で、アロヨ氏の移送がもう３０

分遅延していた場合、助からなかった

かもしれなかったと発言した。 

 

◆ 上院議員当選予想  

野党が優勢 首位はレガルダ候補 

真正野党、ＧＯの公認上院議員候補者、

ローレン・レガルダ氏は依然として、

今年５月１４日に行われる選挙におけ

る支持率で首位の座を占めているとい

う。地元のテレビ局が火曜日に報じた。

これはパルス・アジアが４月に実施し

た上院議員候補者の人気投票の結果に

よるもの。パルス・アジアの発表によ

ると、中間選挙が本日行われた場合、

当選する可能性が充分に見込まれてい

るのは１５人の候補者だという。この

内の８人は、真正野党、ＧＯ、そして

５人が与党のチーム・ユニティー、Ｔ

Ｕ、そして２人が無所属となっている。 

 

◆ 麻薬密売容疑者 逮捕 

火曜日に警察当局が明らかにしたとこ

ろによると、コンセプシオン町とタル

ラック市で個別に抜き打ち捜査が行わ

れたという。タルラック市警察と州立

麻薬取締グループ、ＰＤＥＧ、そして

タルラック州機動部隊で構成される警

察の合同部隊による家宅捜索で、大口

の麻薬密売容疑者とその他４人の容疑

者が逮捕された。 

 

◆ 北コタバト州  

交通事故で死者５人 

火曜日、北コタバト州マタラムで交通

事故が発生し、子供２人を含む５人が

死亡し、１７人が負傷した。 

 

◆ ギリシャの沈没船  

 比人乗組員５０人無事 

先週、ギリシャ海域で沈没したクルー

ズ船に乗り組んでいた５０人のフィリ

ピン人船員は既に危険な状態から脱し

ているという。火曜日、外務省が発表

した。 

 

◆ ダバオ刑務所襲撃事件  

国軍と警察に責任 －法相 

火曜日、ゴンザレス法相は、新人民軍、

ＮＰＡによってダバオ刑務所強制労働

農園が復活祭にあたる日曜日に襲撃さ

れたことについて、フィリピン国家警

察と国軍にも責任が問われる可能性を

示唆した。 

 

◆ ダバオ刑務所  

警備強化を公約 －新所長 

復活祭の日曜日に新人民軍、ＮＰＡに

よる襲撃を受けたことで大きな代償を

支払うことになった学習だった。ダバ

オ刑務所の新任所長として着任したテ

ソロ監督官は火曜日、より厳重で厳し

い警備対策を実施すると公約した。 

 

◆ 強盗犯  ＦＸドライバーを 

殺害し、湖に飛び込み逃走 

火曜日、地元テレビ局の報道によると、

警察当局は現在、リサール州アンゴノ

で、ＦＸタクシーの運転手を殺害後、

ラグナ湖に飛び込んで逃走した強盗犯

の行方を捜索しているという。 

 

（ 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 

mailto: winsclub@winsmanila.com 
まで、ご連絡下さい。無料です。 

 

【 新情報 】 

 

☆ Spanish Films, Saturdays 

The Instituto Cervantes 主催による

スペイン映画の上映会です。英語の字

幕つき、入場は無料です。 

 

日時：４月１４日（土）午後６時 

題名：Last Afternoons with Teresa  

原題：Ultimas tardes con Teresa 

製作：１９８３年 

監督：Gonzalo Herralde  

出演：Monica Randall,  

Maribel Martin,  

Alberto Closas 他 

解説： 

貧しい過酷な人生を送るオートバイ泥

棒の青年と、上流社会の女子大生とい

う身分のかけはなれた二人の物語。 

 

日時： 

４月２１日（土）午後１時３０分 

題名：The Magic Forest  

原題：El Bosque animado 

邦題：にぎやかな森 

製作：２００１年 

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 
mailto:ftrc@pldtdsl.net  

mailto:fstmn@pldtdsl.net 

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

フィリピン求人情報 

http://www.sagass.com 
在比日系人材紹介会社（本社・東京）

登録から就職まで全て無料サポート

Sagass Consulting 
mailto:jph@sagass.com (日本語可) 

TEL 02-893-8815 FAX 02-893-3944 

日本人直通  0917-855-3900 

サンビーム 

マリーンスポーツ 
http://www.anilaodivers.com 

 

ＰＡＤＩダイビングスクール 

常時開催中（お1人様より） 

お問い合せ：８３１-１３２８（高柿）

mailto:sunbeam@info.com.ph 
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監督：Angel de la Cruz, Manolo Gomez 

声の出演：Nacho Aldeguer,  

Mar Bordallo,  

Claudio Rodriguez 他  

解説： 

１９４３年に出版された Wenceslao 

Fernandez Florez 同題の小説が原作、

２００１年に再び CG アニメーション

で映画化。 

 

日時：４月２１日（土）午後２時 

題名：No One Writes to the Colonel 

原題：El Coronel No Tiene Quien Le  

Escriba 

邦題：大佐に手紙は来ない  

製作：１９９９年 

監督：Arturo Ripstein 

出演：Fernando Lujan,  

Marisa Paredes,  

Salma Hayek 他 

解説： 

軍人恩給を待ち続ける老大佐は、金曜

日ごとに恩給支給決定の通知が来ては

いないかと船着き場に行ってはみるも

のの、やってはこない。 

 

場所：Salon de Actos, Instituto  

Cervantes, 855 T.M. Kalaw St.,  

Ermita, Manila 

連絡先：526-1482～85 

 

☆ A Wacky Nyt Of Love, Laugh & R&B 

フィリピンの人気アーティストによる、

愛のバラード、リズム・アンド・ブル

ース、笑いありのステージです。 

 

出演：MYMP, Jay-R, Kiray, Ace  

 

日時：４月２７日（金）午後８時 

場所：Metro Concert Bar, 47 West  

Ave., Quezon City 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

☆ Christian Bautista Live  

at The Music Museum 

若手 OPM の歌唱力ナンバー１を誇る

Christian Bautistaのライブです。 

 

日時： 

５月１８日（金）午後８時３０分 

場所：Music Museum, Greenhills  

Shopping Complex 2nd Level,  

Theatre Mall, Ortigas Ave.,  

Greenhills, San Juan 

チケット：P1200 P900 P700 

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

 

【 明日です 】 

 

● Classic Romance 2:  

Walking On Sunshine The Repeat 

フィリピンの誇るバラード歌手の第一

人者 Raymond Lauchengco による、

Bagets Foundation のための慈善コン

サートです。主に８０年代のバラード

の演目です。 

 

日時： 

４月１２日（木）午後８時３０分 

４月１９日（木）午後８時３０分 

場所：Teatrino, Greenhills Promenade  

Ground Level, San Juan 

連絡先： 

Ticketworld 891-9999 

Teatrino 721-6726 / 721-0635 

 

● World Light Expo 2007  

Philippines 

Harbin Ice & Light Festival がマニ

ラにやって来ます。照明アーティスト

の作品展覧会他、Water Screen Laser 

Show Circus 、 Doll Exhibition, 

Terracota Army Exhibition ともりだ

くさんのイベントです。 

 

期間：４月１２日（木）～２２日（日） 

午後４時～夜中１２時 

場所：Mia Road Between Macapaga Ave.  

& Roxas Blvd., Maila 

チケット： 

大人（自由席）P300  

子供（自由席）P200  

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

● Artists For Y' Shua 

新ジュエリー作品の展示会です。 

 

期間：４月１２日（木）～１９日（木） 

場所：The Jewellery 2nd Level,  

Ortigas Ave., San Juan 

連絡先：Anesy 721-0572 

 

● Homonyms of Recent History 

芸術の因習打破主義者といわれる

Cesare A.X. Syjucoの 新作品展示会

です。閲覧者の心の武装解除をする作

品がテーマです。 

 

期間：４月１２日（木）～３０日（月） 

場所：Ricco-Renzo Galleries, LRI  

Business Plaza, 210 Nicanor  

Garcia St., Bel-Air II, Makati  

City 

連絡先：898-2542 

 

● Summer Cooking for Kids and Teens 

１０歳～１６歳対象の料理教室です。

役立つメニューをテーマに簡単なレシ

ピからスキルアップを目指します。 

 

日時：４月１２日（木）１３日（金） 

場所：Maya Kitchen, 8th Level Liberty  

Bldg., 835 Pasay Rd., Makati  

City 

連絡先：892-2285 / 892-5011 loc.108 

 

● Batanes Photo Safari 2007 

フィリピンの著名な女性写真家、Mandy 

Navasero と行くフィリピン北部カガ

ヤン・バレー地方に属するフィリピン

北のバタネスでの写真撮影教室です。 

 

期間：４月１２日（木）～１５日（日） 

連絡先：899-1767 

mailto:mandynavasero@yahoo.com 

 

 

パソコンの１１９番
ウイルスにやられたかな？ 

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。 

mailto:pchelp.makati@gmail.com 

http://pchelpmakati.web.fc2.com/

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） 

 

日本料理 歌舞伎座 
 

美味しい料理と旨い酒 
 

くつろぎの個室１６室、 

大小御宴会も承ります 
 

パン・パシフィックホテル斜め前 

TEL：400-3625/ FAX:400-3825 
http://www.geocities.jp/kabukiza2006 
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● Animatronics! Animation  

at Your Fingertips 

アニメーションを楽しく、また専門的

に学ぶチャンスです。素人の方からプ

ロの方まで幅広く生徒を募集します。 

 

期間：４月１２日（木）～２７日（金） 

午前９時～正午 

場所：The Garage, Jesuit  

Communications Creative  

Technologies Center, Seminary  

Drive corner Arrupe road,  

Ateneo de Manila University  

Campus, Quezon City 

連絡先：426-5971/72 

mailto:garagejct@yahoo.com 

 

● Summer Visual Arts Workshop  

at CCP 

フィリピン文化センターの Visual 

Arts Unit では、サマーシーズンのワ

ークショップの受付を開始します。 

 

コース： 

Children's Art（５歳～１０歳）  

Basic Drawing & Painting Workshop 

（１１歳以上） 

 

申込受付： 

４月１２日（木）～２０日（金） 

期間： 

４月２５日（水）～５月２５日（金） 

場所：CCP Visual Arts Unit, 4th Floor  

CCP, Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：832-3702 

 

● Yoga Classes  

at the Mandarin Oriental 

ヨガの起源であるインドのインストラ

クターによる本格派ヨガ教室開講です。

弛緩と緊張、弛緩と緊張という一つの

リズムで、呼吸法と瞑想をベースに、

筋肉をはじめ、 内臓や神経までリラッ

クスさせてストレス解消に向かいます。 

 

期間：４月１２日（木）～３０日（月） 

月曜日～土曜日  

時間：午前７時～８時３０分  

午前９時～１０時３０分  

午後７時～８時３０分 

場所：Mandarin Oriental Hotel 18/F  

Yoga Studio, Makati Ave. cor.  

Paseo de Roxas Sts., Makati  

City 

連絡先：750-8888 loc.2301 

mailto:yogmaster@gmail.com 

 

 

【 過去のお知らせ 】 

 

WINS CLUB NEWS過去のお知らせは、 

http://winsmanila.com/oshirase/win

s.htm 

こちらをクリックしてください。 

 

 

【 明日は何の日？ 】 

 

■ 江川太郎左衛門が 

日本初の乾パン作る（１８４２） 

１８４２年４月１２日（天保１３年２

月２９日）、砲術の研究家でもある伊豆

韮山代官の江川太郎左衛門英龍（坦庵）

が軍用携帯食糧として日本初の乾パン

を作りました。天保年間、隣の清国で

はイギリスとの間でアヘン戦争が起こ

り、次は日本かと緊迫した中でヨーロ

ッパ式陸軍を研究していた坦庵は、ヨ

ーロッパ陸軍の兵糧パンも作り採用し

なければならないと考えました。幸い

坦庵の師にあたる高島秋帆先生の門人

で、長崎のパン職人であった作太郎の

出府を知った坦庵は、柏木忠俊に命じ

作太郎より製造を学ばせました。作太

郎は早速韮山に到り、パンがまを作っ

て薪二十把余りを燃やし、残り火を取

り去って余熱でパンを焼くことを教え

ました。その第１回の兵糧パンの試験

焼きを行ったのが、この日であり、全

日本パン協同組合連合会により１９８

３年（昭和５８年）から「パンの記念

日」と制定されました。  

■ ソ連が人類初の 

有人衛星の打ち上げに成功する 

（１９６１） 

１９６１年（昭和３６年）４月１２日、

世界初の有人宇宙衛星船・ソ連のボス

トーク１号が打ち上げに成功しました。

搭乗したガガーリン少佐は、地球から

２００キロの軌道から「私は今地球を

見ている」と第一声を送りました。「地

球は青かった」との少佐の感想は当時

の流行語になりました。１９５０年代

からロシア（ソ連）とアメリカは、競

って宇宙開発を行ってきましたが、ア

メリカがアポロ１１号で有人月面着陸

に成功するまでは、ロシアが１歩リー

ドしていました。人工衛星の打ち上げ

でも、１９５７年のソ連のスプートニ

ク１号が世界 初で、アメリカは翌１

９５８年のエクスプローラ１号で成功

しています。次なる目標は有人宇宙飛

行でしたが、ロシアは１９６０～１９

６１年に犬などを乗せた衛星船の打ち

上げに成功、そしてこの日、人類初の

宇宙飛行士を乗せた打ち上げに、つい

に成功したのです。   

 

■ 日本初の超高層ビル 

「霞ヶ関ビル」が完成する 

（１９６８） 

１９６８年（昭和４３年）４月１２日、

東京の霞ヶ関ビルが完成しました。霞

ヶ関ビルは地上３６階、地下３階、高

さ１４７メートルで、日本で 初の超

高層ビルでした。それまでは、関東大

震災後に作られた建築基準法により、

ビルの高さは３１メートルに制限され

ていました。地震と台風の国・日本で

は、高いビルの建設は不可能とされて

いましたが、この制約が撤廃された事

により一挙に１００メートルを越える

超高層ビルが誕生しました。建設のリ

ーダーは、鹿島建設の二階盛（５０）

で、「初めての試みには、新たな発想が

必要」と、３５歳以下の技術者しか加

えませんでした。後に「二階学校」と

呼ばれる１５０名のプロジェクトの誕

FUJITSU 
インターネット 

LAN,電話交換機,セキュリティ 

人事給与･会計･生産管理 

ITの事なら何でもご相談下さい 

ＴＥＬ ８１２－４００１ 

http://ph.fujitsu.com 

さくらグループ 
焼肉・和食 さくら  

 マカティ店    844-4489 

 マニラ店     523-6337 

居酒屋   きくふじ 

パソンタモ店   893-7319 

トレーダース店  527-9140 

日本食品 山  崎  893-2163

Club Noah ISABELLE 
世界一の治安を追求する 

フィリピンで も安全なリゾート 

海を独占できるプライベート 

水上コテージと水上レストラン 

素晴らしい“愛と夢の旅”に・・・

 http://www.clubnoahjapan.com.ph

mailto: info@clubnoahjapan.com.ph
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生でした。地震に強い柔構造ビルのヒ

ントは、関東大震災でもビクともしな

かった寛永寺の五重塔にありました。

一本の柱で支えられている五重塔は揺

れに強かったのです。 

 

 

詳細は、 

http://winsmanila.com/oshirase/wha

tday.htm 

こちらをクリックしてください。 

 

 

【 ＷＩＮＳからのお知らせ 】 

 

☆ ＷＩＮＳマニラのホームページ   

 

ＷＩＮＳマニラの 

ホームページ・アドレス： 

http://winsmanila.com/ 

 

皆さま、ＷＩＮＳマニラ支店の 

ホームページに、是非、お越し下さい。 

 

新情報４月１日 

サイツ＆サウンド 

８ｗａｖｅｓ（Ｒｅｓｏｒｔｓ） 

Ｐａｒｔ２をアップしました。  

どうぞご覧下さい！ 

 

新情報４月１日 

ケロリン根来疾走無辺方 

シャボン玉売り編をアップしまし

た！！どうぞご覧下さい！ 

 

新情報４月１日 

ＷＩＮＳ長寿番組「フィル・ジャパン・

ウィークエンド」の＃２３６をアップ

しました。（タガログ語放送） 

どうぞご覧下さい！ 

 

臨時ニュース ３月２８日 

３月２８日（水）午前９時頃、遠足へ

行くはずのバスの生徒と教師が人質に

された事件の動画です。 

どうぞご覧下さい！ 

 

ＷＩＮＳホームページに動画ニュース

を追加しました。 

過去の臨時動画ニュースの 

アーカイブです。是非ご覧下さい。 

 

大東亜戦争当時「マレーの虎」と呼ば

れた勇将、山下大将終焉の地の修復工

事の模様をご覧頂けます！  

 

尚、ショッピングのページは、表紙の

マネキ猫をクリックして下さい。 

 

ご贈答用にＷＩＮＳ石鹸を是非、  

ご利用下さい。 

 

ＵＲＬ： 

http://winsmanila.com/shopping.html 

 

★水島 総 監督・プロデュースの 

          映画制作発表 

誤った歴史認識に反撃を開始し、南京

攻略戦の真実を伝える映画です。 

 

題名は映画 南京の真実（仮題） 

「南京大虐殺？それでも日本は黙って

いるのか」です。 

南京陥落７０周年の今年、米国サンダ

ンス映画祭にて、南京「大虐殺」映画

が公開されます。歴史的事実に反し、

誤った歴史認識に基づくこのような反

日プロパガンダ映画によって、南京「大

虐殺」なる歴史の捏造が「真実」とし

て、世界の共通認識とされる恐れがあ

ります。 

誤った歴史認識を是正し、プロパガン

ダ攻勢にに反撃すべく、南京攻略戦の

正確な検証と真実を全世界に伝える映

画制作を決意しました。 

 

【監督・プロデュース】水島 総  

【製作】映画「南京の真実」 

製作委員会   

【賛同者】多数 

映画「南京の真実」製作委員会 

〒 150-0002  東京都渋谷区渋谷

1-1-16 若草ビル 

電話：03-5464-1937 

FAX：03-5464-1948 

http://www.nankinnoshinjitsu.com/ 

 

☆ チャンネル桜 

 放送形態の変更について 

 

日本文化チャンネル桜は、平成十九年

三月三十一日をもってスカイパーフェ

ク TV！Ch.７６７における２４時間放

送を休止し、同 Ch.２４１「ハッピー

２４１」の夜の時間帯で放送を続ける

ことになりました。 

 

チャンネル桜は、我が国の伝統文化の

復興と保持を目指し、戦後日本を見直

そうとする日本で 初の、そして唯一

の草莽メディアとして創立されました。 

今、世界の大転換期にあって、この草

莽崛起、独立不羈の「志」を実践、推

進し、日本人としての「正論」を皆様

に発信し続けるため、今回の苦しい選

択をさせていただくことになりました。 

 

もうひとつ、私達の大きな決断があり

ます。 

これまで、有料放送として毎月視聴料

をいただいてまいりましたが、四月以

降は無料とすることを決めました。 

これによって、スカイパーフェクTV！

の視聴者四百万人以上の皆様が視聴可

能となります。  

チャンネル桜の存在感と影響力は、イ

ンターネット放送の同時推進と併せて、

これまで以上に大きくなります。 

チャンネル桜は、皆様からの協賛広告

や視聴協賛金だけが、唯一の収入源と

なります。  

これまで、協賛広告をいただいてまい

りました皆様におかれましては、引き

続き、協賛広告をお願い申し上げたく、

また、ご視聴いただいた皆様におかれ

ましては、この草莽チャンネルを支え

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 

 

練習日：月、水、金曜日 pm7:30～9:00 土曜日 pm2:00～4:00 
ＴＥＬ：８８９－０１８３  E－mail：kyokushinkan888@Yahoo.co.jp 

Address：#7 UPS Building, Sen. Gil J. Puyat  Ave cor. Marconi 

         Street Makati City Philippines 

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 P2,200 

 

お申し込みは、下記より 

winsclub@winsmanila.com
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るため、桜の銀行口座に「視聴協賛金」

として、お送りいただければ、幸いで

あります。 

 

日本全国草莽の皆様のご支援ご鞭撻を

心よりお願い申し上げます。  

 

日本文化チャンネル桜社員一同  

※「ハッピー２４１」での放送時間（４

月１日〜）は、以下のとおりです。 

スカイパーフェクＴＶ！の受信環境が

あれば、どなたでも無料でご覧になれ

ます。 

【月〜金】１８：３０−２１：３０／

２３：００−２４：００ 

【土・日】２１：００−２４：００ 

 

☆ チャンネル桜【月１万円】 

協賛広告募集のお知らせ 

 

不偏不党のマスメディアとして、真に

価値ある情報のみを実直に送り続けて

きたチャンネル桜。その役割に多くの 

ご賛同をいただけるのも、今の日本に

おいてまさに唯一無二の存在として皆

様に認めていただいてるからこそと、

スタッフ一同、大きな励みとしており

ます。 しかしながら孤立無援で戦い抜

くためには、我々は さらなる力を必要

としています。 

 月１万円の“志”を日本を変える“原

動力”に変えてみせます。皆様のお力

添えを、お待ちしております。 

 

＜＜ 協賛広告のご案内 ＞＞ 

  

【金 額】１口１万円（月額）より 

  

【広告の表示様式】 １回５秒  

（１ヶ月間） 

 

お申し込みいただいた方々のお名前を

１０名様の連名で表示いたします。 

  

【お問い合わせ先】 

（株）日本文化チャンネル桜  

協賛広告 係 

ＴＥＬ ０３－６４１９－３９１１ 

ＦＡＸ ０３－３４０７－２２６３ 

   E-MAIL info@ch-sakura.jp 

 

★ WINSスタッフ募集 

マニラのWINSチャンネルでは、製作ス

タッフを募集しております。日本では

中々、経験できないTV番組の製作や取

材活動を学びながら、お仕事をしてみ

ませんか？ 

 

業務内容： 

番組製作全般 キャスター出演   

リポーター カメラマン 編集者  

取材先との交渉・要請・許可取得   

英文和訳 その他 

 

応募資格： 

英語もしくはタガログ語で、フィリピ

ン人スタッフとコミュニケーションが

取れる方 

コンピュータの基本操作ができる方 

性別・年齢は問いませんが、また、特

に次のような方を募集します。 

＊身体・精神共に健康に自信のある方 

＊労を惜しまず、常に努力する方 

＊差別意識を持っていない方 

＊高給を期待していらっしゃらない方 

＊地域社会に情報を提供することに興

味を持っていらっしゃる方 

 

給与： 

資格・能力に応じて、当社規定に基づ

き支給させていただきます。 

 

応募方法： 

お電話（７５２－７２４６）、又は

mailto: winsclub@winsmanila.com ま

で お問い合わせ下さい。その時点で

応募用紙が送付されますので、ご記入

後、提出して下さい。尚、応募用紙提

出時には、身分証明用の写真をお忘れ

なく。書類審査後、面接の予定日時を   

お知らせ致します。 

皆様の応募をお待ちしております。 

★ 協賛広告募集！！ 

「日本文化チャンネル桜」では、現在

「全国一万社」キャンペーンとして、 

本チャンネルの創立趣旨に賛同をいた

だき「協賛広告」としてご支援・   

ご協賛して下さる企業・団体・個人を

募集しております。ご希望の方には 

料金表をご送付致します。お問い合せ

は、WINS マニラ支店でも承ります。 

直接お申し込みされる方は、   

「㈱日本文化チャンネル桜」まで 

宜しくお願いします。 

 

電話番号 

東京０３－６４１９－３９００ 

ファックス番号 

東京０３－３４０７－２２６３ 

E-Mailでのお申し込みは 

info@ch-sakura.jp まで宜しく 

お願いします。 

 

★ 電子版 WINS CLUB NEWS 

PHIL JAPAN CLUB は無料のフィリピン

情報メールサービスです。 

配信のお申し込み・広告掲載の   

ご希望等、連絡先は、 

Emailアドレス、 

mailto: winsclub@winsmanila.com 
まで、お問い合わせをお願いします。 

 

★ ブロードバンド放送局 

「チャンネル桜・オンラインＴＶ」 

「チャンネル桜」は、スカイ   

パーフェクＴＶ！Ｃｈ．２４１でも 

お楽しみいただけますが、インターネ

ット上でも動画がご覧になれるブロー

ドバンド放送局「チャンネル桜・オン

ラインＴＶ」でも引き続きご覧いただ

けます。通信インフラの関係で、フィ

リピン国内からは快適に動画をご覧に

なれませんことを、ご了承ください。 

 

Ｃｈ.桜のホームページ： 

http://www.ch-sakura.jp/ 

 

“国敗れても 

国は滅びず”
 

ＷＩＮＳが制作したＶＴＲを

販売しています。 １３００ペソ 

お問い合わせ先 

（ＴＥＬ）７５２－７２４６ 

（ＦＡＸ）８９３－３６５０ 

ＷＩＮＳ ダビング・サービス 

ＷＩＮＳ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 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： winsclub@winsmanila.com  

 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 
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【 ことわざを学ぼう 】 

 

■ 出汁に使う（だしにつかう） 

（慣用句） 

 

出し汁として用いるという意味から、

自分の目的を果たすための方便・方法

として他人を利用することをいいます。 

 

用例： 

妹を出汁に使って、自分も小遣いを値

上げしてもらったちゃっかりした兄。 

 

類語：口実にする 

 

参考： 

「だし」は利益を得るために利用する

物の意味です。「だしにする」ともいい

ます。 

 

■ 蛇首を見て長短を知る 

（だしゅをみてちょうたんをしる） 

（故事成語） 

 

ものごとの一部を見て、その全体を推

察することの喩えです。  

 

類語：一斑を見て全豹を卜す 

 

英・日対照語： 

You may know the lion by its claw. 

（爪によってライオンであることを知

る）  

 

出典： 

「淮南子－氾論訓」「故蛇拳首尺、而脩

短可知也」 

 

参考： 

蛇の長さを知るのに、その頭がどのく

らいの高さまで上がるかを見て推し量

ることからです。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 「涅槃（ねはん）」とは 

吹き消すの意！？ 

 

涅槃とはサンスクリット語（梵語）

nirvana の訳語で、もともとは吹き消

す、消滅の意味です。 

 

仏教では煩悩を滅却し、絶対自由にな

った状態をいい、仏教の理想の境地と

いわれます。生きるのは苦しい、この

苦を免れるには、①涅槃の境地にはい

ること。②意志を滅却すること。③諦

観（テイカンではなく、タイカン）。④

解脱。⑤空（くう）になること。 

 

――――――――――――――――― 

編 集 部 よ り 
――――――――――――――――― 

ミャンマーでガソリン欲しさに車を盗

むというニュースがありました。ミャ

ンマーではマイカー所有者は1ヶ月に

６０ガロンのガソリンを購入できるそ

うですが、それ以上欲しいとなると闇

市場に頼り高額な価格で売られている

そうです。しかし、いくらなんでもガ

ソリン欲しさに車を盗むとは凄い発想

ですね。半年間に11台の車を盗んだそ

うです。フィリピンでもありそうな話

ですね。（ｈ．ｋ） 

――――――――――――――――― 

【 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 Hospital 

524-3011 

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 Center723-0041 

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/inde

x_J.html 

  

★ 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., Davao 

City 8000, Philippines 

電話：（082）221-3100 

 

★ 外務省海外安全ホームページ： 

http://www.mofa.go.jp/pubanzen/ 

 

★ その他の詳しい情報はWINS WEBへ 

 

WINS INTERNATIONAL MANILA 

TEL 02-752-7246 

FAX 02-893-3650 

maito: winsclub@winsmanila.com 

 

TOKYO 

TEL 03-5778-3371 

FAX 03-5778-3373 

mailto:info@winsjapan.co.jp 

日本文化チャンネル桜２４時間放送中！ 
スカイパーフェクＴＶ！チャンネル７６７ 

視聴料 ８８０円／月 
新規加入者に朗報！チューナー・アンテナセット特別価格 

  ３，９８０円 
問合せ先： ㈱日本文化チャンネル桜ＴＥＬ：０３－６４１９－３９００  

ＦＡＸ：０３－３４０７－２２６３  mailto:info@ch-sakura.jp 


