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――――――――――――――――― 

フィリピンニュース 
――――――――――――――――― 

＜夜版＞ 

◆ エストラーダ前大統領   

アロヨ氏の回復を祈念 

拘留中のエストラーダ前大統領は、他

の野党のメンバーと共に、心臓の大手

術を終えたホセ・ミゲル・マイク・ア

ロヨ氏の回復を祈っているという。木

曜日、前大統領のスポークスマンが明

らかにした。 

 

◆ ＣＯＭＥＬＥＣ火災 事故 

 －政府調査結果 

木曜日、政府の捜査員は、３月１１日

に選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣの

古い建物を襲った火災について、自然

発生した事故であり、テロ攻撃や放火

事件では無いと結論づけた。 

 

◆ ＬＲＴＡ鉄道収入 ８％増 

木曜日、軽量高架鉄道庁、ＬＲＴＡは、

鉄道収入が昨年や前年の２０億５,７

００万ペソから２２億３千万ペソに増

収し、増加率８％を記録した。これは、

利用者数が増加したことによるものだ

という。ＬＲＴＡは同時に、昨年の純

収益が４億４０万ペソだったことも明

らかにした。 

 

◆ スルー州交戦  

４人死亡 １０人負傷 

水曜日、スルー州インダナン町で、大

勢のアブサヤフ・ゲリラのメンバーと

国軍兵士が６時間に渡る銃撃戦を展開

し、その後、４人が死亡、１０人が負

傷したという。木曜日、地元テレビ局

の地方支局が報じた。 

 

◆ 国軍・警察の退官者の立候補  

過去２０年で 多 

来月１４日に行われる選挙に、少なく

とも２７人の元国軍兵士や警察官が立

候補している。国軍・警察のメンバー

の立候補者として、１９８７年以来、

多を記録しているという。この中に

は、汚職容疑事件で告訴されている元

国軍大佐や反乱将校５名、警察署長経

験者３名、アロヨ大統領の元警備担当、

そして、ラモス元大統領の警備担当者

が含まれているという。 

 

◆ テレビ・タレント  

元閣僚の孫息子に暴行 

水曜日、ＣＭタレントやテレビ番組の

司会者として有名なボーギー・マノト

ックさんは火曜日の早朝、タギグ市の

バーで友人と共に、社会福祉開発省の

元長官の孫息子にあたるミタ・パル

ド・デ・タヴェラさんに暴行を加えた

ことについて謝罪した。 

＜夕刊版＞ 

◆ ケソン市 

 今月の車両強奪事件１２件 

４月１２日時点において、ケソン市で

は少なくとも１２件の車両強奪事件が

発生したという。木曜日、地元のテレ

ビ局が報じた。 

 

◆ ＰＮＰ長官  

ケソン市車両強奪事件に警告 

フィリピン国家警察、ＰＮＰの長官は

木曜日、車両強奪事件と強盗事件の増

加を阻止することをケソン市警察署が

怠っていると非難する発言をした。 

 

◆ 南スリガオ州 １０歳の 

少年が１１歳の友人を射殺する 

南スリガオ州カンティラン町で、１０

歳の少年が誤って１１歳の遊び仲間を

撃って死亡させるという事故が発生し

た。木曜日、地元の州警察に通報が届

いた。この１０歳の少年は月曜日の午

前８時頃、父親が所有する拳銃で遊ん

でいた時に事故が発生した。被害者は、

至近距離から撃たれて、村から約２５

０キロメートル離れた も近い病院に

運ばれる途中で死亡した。 

 

◆ スルー州の交戦   

６人死亡 多数が避難 

フィリピンの南部にあるスルー州トン

キル町で、２人の政治家の武装した支

持者達と国軍部隊との武力衝突が続き、

６人が死亡した。また数千人の住民が

避難生活を余儀なくされているという。 

 

◆ マイク・アロヨ氏の 

生存の可能性  ８割に 

アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ

イク・アロヨ氏の執刀医は、アロヨ氏

の生存の可能性について前日の５０％

を７５％から８０％へと上方修正した。

心臓外科医のカリニョ医師が外科医と

しての見解を発表したところによると、

アロヨ氏の手術後の合併症が起きるこ

とを示す兆候が無いようだという。 

 

◆ アロヨ大統領   

大統領府における執務を再開 

アロヨ大統領は夫が入院してから３日

が経過した木曜日の午前中に、ケソン

PHIL 
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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。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 \＝Ｐ０．３８７９(↑)  

 $＝Ｐ４７．８０ （↓）

市中両替所 \＝Ｐ０．４０１０(↑)  

 $＝Ｐ４７．９０ （↓）

＊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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市にあるセント・ルークス・メディカ

ルセンターから外出した。木曜日、地

元のテレビ局が報じた。この報道によ

ると、アロヨ大統領は午前９時過ぎに

同病院を出て大統領府へ向かったとい

うことで、夫の容態が安定している明

白な兆候が示されたことだという。 

 

＜午後版＞ 

◆ クーデター未遂関与の 

若手将官５４名 来年１月に釈放？ 

水曜日、軍法廷は、２００３年に発生

したオークウッド占拠事件に関与した

５４名の若手将官の答弁取り引きの提

案を受け入れ、来年の１月２７日に全

員釈放への道を開いた。 

 

◆ エストラーダ前大統領   

７０歳の誕生日に外出許可を申請 

略奪罪、及び偽証罪の公判が行われて

いるエストラーダ前大統領は水曜日、

拘留中のリサール州タナイにある別荘

から外出し、７０歳を迎える４月１９

日の誕生日をサン・フアン町北グリー

ンヒルズの自宅で過ごせる様にと、サ

ンディガンバヤン公務員特別裁判所に

外出許可を申請した。前大統領は、弁

護人のレネ・サギサグ氏を通じ、この

機会を利用して１０２歳になる母親の

ドーニャ・メリー・エヘルシトさんを

訪問することも願っていると発表した。 

 

◆ ヌエバ・エシハ州   

国軍兵士３５０名派遣 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、今年

５月１４日に行われる選挙における深

刻な武力衝突の脅威から同地域を警備

する地元の警察部隊に補充する国軍兵

士約３５０名のヌエバ・エシハ州派遣

を要請するという。ＰＮＰのカルデロ

ン長官は、ラファナン監督官に対して、

国軍ルソン島北部司令本部との部隊派

遣に関する調整を命じた。 

 

 

◆ ケソン市 韓国人男性が強盗被害 

水曜日の午後、ケソン市ケソン通りで、

韓国人男性と女性の友人が何者かによ

って銃撃を受け、現金を強奪されると

いう事件が発生した。ケソン市警察管

轄本部のメディナ上級捜査官によると、

セオ・チャン・ジュンさんとジナリン・

リムさんは、午後１時２０分に、ファ

ストフード・レストランの外でタクシ

ーを待っていたところ、武装した４人

の男達が近づいてきたという。被害者

によると、強盗犯に銃口を向けられた

という。リムさんが現金９２万ペソの

入った鞄を渡すことを拒んだことで犯

人が発砲した。犯人達は、現金を奪っ

てオートバイ２台に分乗してティモグ

通り方面へと逃走した。警察当局の発

表によると、被害者は、木曜日に車を

購入する予定だったことで、この事件

の直前に 寄の銀行から現金を引き出

していたという。 

 

◆ アロヨ大統領  

病院に執務室を用意 

夫のホセ・ミゲル・マイク・アロヨ氏

に付き添う間でも、大統領としての職

務に支障をきたすことを望まないアロ

ヨ大統領は、セント・ルークス・メデ

ィカルセンターに大統領執務室を用意

したという。これはアロヨ氏の主治医

によって明らかにされた。 

 

◆ 韓国政府  

 国軍にトラック等を寄贈 

水曜日、韓国政府は、両国の国防関係

の親密さを強調する為に、装備不足の

フィリピン国軍に対して、１３４台の

トラックとブルドーザーを寄付した。 

 

◆ アロヨ氏の回復  可能性５０％ 

順調な回復という望ましい兆候だとい

う公表にも拘わらず、アロヨ大統領の

夫、ホセ・ミゲル・マイク・アロヨ氏

は当初、生存の可能性について、医師

団から５０％だと宣告されていたとい

う。医師団は３日前に、心臓の大手術

による合併症の可能性を懸念していた。

水曜日、医療関係の情報筋が明らかに

した。 

 

◆ 女性実業家 殺害される 

火曜日の夕方、マニラ市サンタ・クル

ズにある軽量高架鉄道、ＬＲＴの駅に

向かっていた５２歳の女性実業家が２

人の武装犯による待ち伏せ攻撃を受け、

殺害された。又、犯行現場近くに居合

わせた２１歳の男子学生が流れ弾に被

弾して重傷を負ったという。 

 

（ 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 

mailto: winsclub@winsmanila.com  

まで、ご連絡下さい。無料です。 

 

【 新情報 】 

 

☆ 9th Tour of the Fireflies 

毎年恒例、第９回目を迎える自転車ツ

アーです。パシグ、タギグ、マカティ、

パサイ、マニラ、ケソン市の５０キロ

を自転車で毎時１０～１５キロのペー

スでゆっくり駆け抜けます。 

 

日時：４月１４日（土）１５日（日） 

場所：Tiendesitas, Ortigas Ave. cor.  

E. Rodriguez Ave.(C5), Pasig  

City 

連絡先：922-0368  

 

☆ Car Mo Na! Auto Show 2007 

Supernatural Events Inc.主催による、

自動車ショーは、Mustang GT500 Shelby、

T-Bird Convertibleなどの７５台以上

のカスタマイズされた美しい車を呼び

物にします。他にライブバンドの演奏、

ラッフル、花火ショーも楽しめます。 

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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日時：４月１４日（土） 

午後２時～翌午前０時 

場所：San Lazaro Leisure Park,  

Carmona, Cavite 

入場料：P100 

連絡先：Ivy Reyes / Rowell Octavio  

0905-3267894 / 868-9375  

 

☆ Mossimo Bikini Summit 2007  

Preview Party 

独特なカラー使い、着心地感の良い個

性的な服で若者を中心に絶大な人気を

誇るブランドMossimoのビキニショー

です。 

 

日時：４月１４日（土）午後９時 

場所：Club O Resto-Bar, Ground Floor  

ELJCC, ABS-CBN Compound,  

Mother Ignacia St., Quezon  

City 

入場料：P150 

連絡先：413-0603 / 413-0614 

 

☆ Marrying Month of May a Summer  

Wedding Fair 

結婚式に 適のシーズン、５月に贈る

ウェディングフェアーです。ドレス、

リング、写真、ビデオ、フラワーアレ

ンジメント、エンターテインメント、

結婚式のコーディネート等に関する全

てが揃います。 

 

日時：５月５日（土）６日（日） 

場所：SM MegaMall Megatrade Hall 3,  

Edsa cor. Julia Vargas Ave.,  

Mandaluyong City 

連絡先：809-8707 

mailto:summer@creativeeventsph.com 

 

☆ Bazaar at Club650 

スポーツ機能複合体施設のClub650で

は、大々的なスポーツ用品を中心とし

たバザーを開催します。 

 

日時：５月１２日（土）１３日（日） 

午前１０時～午後９時 

場所：Club650, Libis, Quezon City 

連絡先：Apex Events 0926-6941700 

mailto:apexeventsorganizer@yahoo.c

om 

 

 

【 明日です 】 

 

● 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１３日（金）～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１３日（金）～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１３日（金）～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１３日（金）～１５日（日） 

連絡先：899-1767 

mailto:mandynavasero@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１３日（金）～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 

 

● 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。 

 

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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期間：４月１３日（金）～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 

 

● 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１３日（金）～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 

 

● Glorious 

まったく耳の聞こえない歌姫の、陽気

で、そして信念と努力の感動作品です。 

 

日時： 

４月１３日（金）午後８時 

４月１４日（土）午後８時 

４月１５日（日）午後３時３０分 

４月２０日（金）午後８時 

４月２１日（土）午後８時 

４月２２日（日）午後３時３０分 

４月２７日（金）午後８時 

４月２８日（土）午後８時 

４月２９日（日）午後３時３０分 

場所：Repertory Globe Theatre,  

Onstage, Greenbelt 1, Paseo de  

Roxas, Makati City 

連絡先： 

Repertory Philippines 887-0710 

 

 

【 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？ 】 

 

■ 巌流島の決闘が行われる 

（１６１２） 

慶長１７年４月１３日（１６１２年５

月１３日）、二刀流の使い手・宮本武蔵

と燕返しの名手・佐々木小次郎の決闘

が、山口県の豊前小倉（ぶぜんこくら）

の沖合いに浮かぶ船島で行われました。

この船島は現在、小次郎の別名・巌流

を採って「巌流島」とも呼ばれていま

す。下関の先の造船所のある彦島の東

側に浮かんでいます。昔はその名の通

り船の形をしていたそうですが、今は

埋め立てによって全く形が変わってし

まっています。決闘は武蔵がわざと遅

刻して、小次郎がそれに怒り冷静さを

失っている所をつかれて、やられてし

まったと言われています。小次郎が「さ

っさと行くぞ」と言って刀の鞘を投げ

捨てると、それを指して武蔵が「小次

郎敗れたり」と言い「勝負のあと刀を

納めるべき鞘を捨ててしまったのは、

もうそれに納められないということ

だ」と指摘して、更に小次郎の動揺を

誘ったといいます。 

 

■ 間宮林蔵が樺太探検に出発する 

（１８０８） 

文化５年４月１３日（１８０８年５月

８日）、間宮林蔵が樺太探検のため宗谷

を出発しました。その数理の才によっ

て幕政の蝦夷地御用掛となり、伊能忠

敬に測量術を学び、東蝦夷や択捉島を

測量しました。ロシアの南下によって

北辺日本が騒がしくなってきたこの日、

幕命により松田伝十郎とともに樺太調

査に出発し、樺太が離島であることを

確認します。翌年には海峡を渡ってシ

ベリアに入り、黒竜江下流地帯を調査、

デレンに至ります。晩年は幕府の隠密

として働き、シーボルト事件（オラン

ダ商館医シーボルトが２８年に帰国す

る際、積荷から伊能の『大日本沿海輿

地全図』など禁制品が発見されスパイ

の嫌疑をかけられた）の密告者ともさ

れます。しかし、皮肉なことにシーボ

ルトは３２年に樺太とアジア大陸との

間を「間宮海峡」という名で世界に紹

介したため、世界地図に間宮の名が残

ることとなりました。  

 

■ 日本初のコーヒー店 

「可否茶館」が開店する 

（１８８８） 

１８８８年（明治２１年）４月１３日、

東京・上野の黒門町に日本初のコーヒ

ー専門店第１号といわれる「可否茶館」

が開店しました。コ－ヒー１杯の値段

は１銭５厘、牛乳入リ２銭、席料１銭

５厘でした。当時、もりそば１杯８厘、

ビール１本１８銭でした。経営者の鄭

永慶はアメリカ留学の経験があり、日

本にも外国のコーヒーハウスのような

庶民が自由に気楽に交流できる場をつ

くりたいと考えました。世は欧化主義

の全盛期を迎えて「鹿鳴館時代」が華々

しく幕を開きますが、当時の「鹿鳴館」

は、限られた上流階級のみの占有する

「社交場」で、中産階級や若い世代の

者たちは、一歩も足を踏み入れること

のできない「驕れる社交場」でした。

それで若い世代の者たちのために一旗

あげようと決意し、大衆庶民や学生、

青年のための社交サロンで、知識の共

通の広場となる新しいカフェをつくろ

うとしたのです。  

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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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１１日 

ケロリン根来疾走無辺方 

堤防工事編をアップしました！！ 

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

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

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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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/ 

 

【 映画情報 】 

 

詳しい映画情報は下記へ 

http://wins.ph/doc/EigaInfo.htm 

  

グロリエッタシネマ 

TEL893-6779, 893-6894, 893-1563 

Address: 

Glorietta Ayala Center Makati City 

 

シネマ１ 

1   Sunshine (2007)  

2  The Reaping  

3  Stomp The Yard  

4  Ang Cute Ng Ina Mo 

 

シネマ４  

1  Stomp The Yard  

2  Sunshine (2007)  

3  The Reaping  

4  Miss Potter  

5  TMNT  

6  Ang Cute Ng Ina Mo  

7  Premonition (2007)  

 

グリーンベルトシネマ  

TEL 750-4180 to 81 

752-7880 to 82, 893-1563 

Address:  

Greenbelt 3 Ayala Center Makati City 

 

シネマ３ 

1  Stomp The Yard  

2  The Reaping  

3  Miss Potter  

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： winsfil@info.com.ph  

 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 
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4  300  

5  Sunshine (2007) 

 

パワープラントシネマ 

TEL:l898-1440, 898-1437 

Address:  

Power Plant Mall Rockwell Drive 

Cor. Estrella St., Makati City 

 

1  Miss Potter  

2  Sunshine (2007)  

3  Ang Cute Ng Ina Mo  

4  Premonition (2007)  

4  Rocky Balboa  

5  TMNT  

6  The Reaping 

 

メガモールシネマ 

TEL633-1901, 632-9408 

Address: SM MegaMall 

EDSA  Mandaluyong 

 

1  Sunshine (2007)  

2  Norbit  

3  Ang Cute Ng Ina Mo  

4  Ang Cute Ng Ina Mo  

5  300  

6  The Reaping  

7  Miss Potter  

8  The Chanting  

9  TMNT  

10  Ang Cute Ng Ina Mo  

11  Premonition (2007)  

12  Happily N'Ever After  

12  Rocky Balboa 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 

■ 多種多様（たしゅたよう） 

（四字熟語） 

 

種類や様子が、いろいろさまざまであ

るということです。 

 

用例： 

多種多様な品物がそろっているモール

は便利だ。 

 

参考： 

「多種」は種類が多いことです。 

「多様」は様子が様々であることです。 

 

■ 多勢に無勢（たぜいにぶぜい） 

（慣用句） 

 

敵が大軍であるのに対して当方が寡兵

（かへい）であること、少数の力では、

大勢の力にはどうしても敵（かな）わ

ないということです。 

 

用例： 

わたしは山へ行きたかったが、海に行

きたい人が多く、多勢に無勢で結局海

に行くことになってしまった。 

 

参考： 

「多勢」は人数の多いことです。 

「無勢」は人数の少ないことです。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 茶番とは楽屋で 

お茶のサービスをした人のこと！？ 

 

芝居の奈落というと、舞台や花道の下

の地下室で、ここに回り舞台のせり出

しの装置などがしまわれています。演

劇用語から一般語に入ったものは多く、

花道、茶番、黒幕、大向こう、だんま

り、脚光を浴びるなどがあります。 

 

茶番とは下級俳優の楽屋であるたまり

場で、先輩達にお茶のサービスをした

人のことです。 

 

――――――――――――――――― 

編 集 部 よ り 
――――――――――――――――― 

本日、ＭＬＢで待望の松坂選手対イチ

ロー選手の対戦がありました。結果は

4 打席とも抑えたのですが、チームは

負けてしまいました。もう1人の日本

人選手の城島選手には2本の二累打を

打たれてしまいました。あまりのもイ

チロー選手を意識しすぎではと思うの

は私だけでしょうか？これから幾度と

なく対戦があるので楽しみですね。 

（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 

mailto: winsclub@winsmanila.com 

 


