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――――――――――――――――― 

フィリピンニュース 
――――――――――――――――― 

＜夜版＞ 

◆ 高気温 更新 

水曜日、気象庁は、マニラ首都圏の蒸

し暑い夏の熱波により火曜日に気温が

３７度に上昇し、今年の 高気温を更

新したと発表した。この暑さは暫く続

きそうだという。フィリピン気象庁、

通称パガサのクルズ気象局長は、ラジ

オ放送局、ｄｚＢＢのインタビューで、

火曜日の気温がマニラの 高気温とな

ったことを明らかにした。 

 

◆ 今年の台風予想   

ルソン島１３台風の上陸 

フィリピン気象庁によると、５月から

今年第３四半期迄の期間中、ルソン島

北部を中心に１０から１３の台風が上

陸することが予想されているという。

パガサの気象予報監督官、グズマン氏

によると、５月に１つ、６月に１つか、

２つ、７月と８月にそれぞれ３つから

４つ、９月に２つから３つの台風上陸

が予想されているという。グズマン氏

によると、これらの台風は、過去に襲

来した破壊的な台風よりも異常に大規

模な大型台風である兆候を示すものは

無いという。 

 

◆ キャンベルさん殺人事件   

新たな容疑者の服を検査 －ＰＮＰ 

アメリカ平和支援団体のボランティア、

ジュリア・キャンベルさんが殺害され

た事件で、フィリピン国家警察、ＰＮ

Ｐは、新たな容疑者が着用していたと

みられる血染めのジーパンを更に調査

する為に、このジーパンをマニラ首都

圏にある犯罪科学研究所に届けるとい

う。ＰＮＰのスポークスマンを務める

パグディラオ主任監督官は水曜日、犯

罪科学研究所で同ジーンズからキャン

ベルさんの血液の痕跡が検出されるか

を調べると発表した。 

 

◆ マニラ市パコ   

火災で民家６棟が焼失 

水曜日の未明、マニラ市パコで民家６

棟を焼く火災が発生した。この火事で、

少なくとも２０世帯が被災した。 

 

◆ ２月の輸入総額 ９.９％増 

水曜日、政府は、２月の輸入総額が前

年同月比９.９％増の３６億９千万ド

ルとなったことを明らかにした。これ

により、フィリピンの２月の貿易黒字

額は２,７００万ドルを記録した。 

 

◆ スミス被告   

検診後に米国大使館に戻る予定 

フィリピン人女性を強姦した罪で有罪

判決を受けたアメリカ海兵隊員のスミ

ス被告は、医療検査を終了した後、ア

メリカ大使館に戻るという。火曜日の

夕方、スミス被告は、腹痛を訴えたこ

とからマカティ・メディカル・センタ

ーに運び込まれた。報道時点では、ス

ミス被告が病院内にいると報告されて

いた。内務自治省のコルプス次官は「診

断が終了すればアメリカ大使館が連絡

してくることになっている」とフィリ

ピン語で説明したが、スミス被告の容

体については、アメリカ大使館から何

も詳細を伝えられていないことを認め

た。 

 

＜夕刊版＞ 

◆ 女優   

行方不明の姉妹発見に懸賞金 

女優のロッチェリエ・バラメダさんと

家族は、行方不明になっている姉妹の

ルビー・ローズ・ヒメネスさんの発見

につながる情報提供者に５０万ペソの

懸賞金を与えると発表した。 

 

◆ 大学生   

４インチの釘で刺される 

ケソン市で助産学部２年生の学生が４

インチの釘で刺された事件に関して、

警察当局は４人の女子大生の行方を追

っているという。火曜日、地元のテレ

ビ局が報じた。ジャッキールウ・アム

ラオさんは、腹部の左側を刺されて病

院に運ばれた。 

 

◆ パンガシナン州   

強盗事件で４人殺害 

月曜日の夜、パンガシナン州アシンガ

ン町で祭事が開催されている 中、押

し入り強盗事件が発生し、金融業を営

む夫婦と甥２人が撃ち殺された。 

 

◆ 選挙関連の殺害事件   

現在２２人が死亡 

５月１４日に行われる選挙の為に狂っ

た様な選挙運動に関連する暴力事件が

発生し、これまでに少なくとも２２人

が死亡しているという。火曜日、フィ

リピン国家警察、ＰＮＰが発表した。 

 

 

 

今日のレート  午後４時現在 

 

銀行レート \＝Ｐ０．３８６２(↑)  

 $＝Ｐ４７．４５ （↑）

市中両替所 \＝Ｐ０．４００５(↑)  

 $＝Ｐ４７．５０ （↑）

＊矢印はペソの動きです。（前日比）

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） 

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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◆ 選挙関連事件 ２００４年選挙 

より減少傾向 － ＰＮＰ部長 

警察当局によると、現時点に至るまで

に死亡者２２人と８０件の選挙関連事

件が記録されているという。しかし、

この記録は、２００４年の大統領選挙

における選挙関連暴動事件２４９件と

死亡事件４１人と比較すると減少して

いるという。今後、多くの地域におい

て政治的緊張感が高まることから選挙

関連の事件が増加すると思われると、

フィリピン国家警察、ＰＮＰのガルシ

ア本部長が発言した。 

 

◆ ユニセフ  スルー州に 

１６０万ペソ相当の支援物資 

国連児童基金、ユニセフは火曜日、国

軍とモロ民族解放戦線、ＭＮＬＦゲリ

ラが展開している交戦の影響を受けて

いる住民の為に、スルー州に対する緊

急支援として１６０万ペソ相当を拠出

するという。この地域における交戦に

よって約１１,６１０人の児童を含む

約９千世帯が避難生活を強いられてい

る。 

 

◆ 国際選挙監視団   

５月９日に来比 

５月１４日に行われる中間選挙の監視

と民主的な選挙が 善な状態で機能す

ることを勧告する為に、フィリピンに

国際監視団が訪れる。選挙監視団に参

加している国は、ドイツ、オーストラ

リア、ノルウェー、デンマーク、スウ

ェーデン、インドネシア、そしてイン

ドからの派遣団で「清廉で平和な選挙

の為の団体」略してＣＯＭＰＡＣＴの

招聘により、５月９日にフィリピン入

りするという。 

 

＜午後版＞ 

◆ クルス国家出納長官 辞任 

火曜日、クルス国家出納長官が個人的

な理由によって辞職した。しかしなが

ら、市場や産業界でによると、シティ

バンクの元役員を務めていたクルス氏

は、中央銀行との「政策の不一致」に

よって辞職したものとみているという。 

 

◆ スービック強姦事件の 

スミス被告 腹痛で入院 

フィリピン人女性を強姦した罪に問わ

れるアメリカ海兵隊のスミス上等兵は

火曜日、腹痛を訴えたことでマカテ

ィ・メディカル・センターに運び込ま

れた。内務自治省のコルプス次官が地

元のテレビ局に語ったところによると、

スミス被告がマカティ・メディカル・

センターに移送されているとアメリカ

大使館からの電話連絡を午後４時に受

けたという。またコルプス次官は、腹

痛の原因は知らされていないとした上

で、スミス被告が病院に一泊する可能

性があると述べた。しかし、地元のテ

レビ局の報道によると、スミス被告は

午後８時半にマカティ･メディカル･セ

ンターから他の病院へ移送されたとい

う。移送先の病院については明らかに

されていない。 

 

◆ マカティ市第一審地方裁判所 

  ビナイ市長の証言が命じられる 

火曜日、マカティ市第一審地方裁判所

は、マカティ市のビナイ市長とマカテ

ィ市警察署の署長、そして警察の捜査

官に対して、バタンガス州のレビステ

元州知事の長年の側近、ラファエル・

デラス・アラスさんが殺害された事件

にレビステ元州知事が関与した容疑で、

法務省が告訴した殺人事件の法廷で水

曜日に証言する様にと命じた。 

 

◆ 北ルソン高速道路  

交通事故でテレビ局職員３人が負傷 

火曜日の午前８時頃、北ルソン高速道

路で、トレーラー・トラックが乗用車

に激突した。この事故で、乗用車に乗

っていたＡＢＳ－ＣＢＮの製作スタッ

フ３人が負傷した。 

 

◆ キャンベルさん殺害 

容疑者の妻  失踪 

イフガオ州でアメリカ平和支援団体の

ボランティア、ジュリア・キャンベル

さんが殺害された事件の容疑者の妻が

３人の子供と母親を残したまま、夫と

暮らしていた同州内にある自宅に戻ら

ないという。火曜日、ラジオ放送局、

ｄｚＢＢが報じたところによると、木

彫り彫刻家のフアン・ドゥントゥガン

容疑者２５歳の追跡作戦が続けられて

いるが、同容疑者の妻の失踪が捜索活

動に影響を及ぼすのか定かではないと

いう。 

 

◆ ホナサン元議員   

「民主的な改革」を公言 

屈辱的な逮捕と５ヶ月間の拘留生活を

経て、ホナサン元上院議員は、反省の

色を浮かべながら、今後は民主的な手

段で改革を推進していくと公言した。 

 

◆ メーデー  連休は無し 

日曜日と５月１日火曜日のメーデーに

挟まれている４月３０日の月曜日は、

通常の勤務日になるという。火曜日、

大統領府が発表した。 

 

◆ バヤン・ムナ党  支持率低下 

ソーシャル・ウェザー・ステーション、

ＳＷＳが４月１４日から１７日にかけ

て実施した全国調査の結果によると、

左派系のバヤン・ムナ党は、下院に３

議席を確保しているが、過去１ヶ月で

支持率が１７％も下がったという。 

 

（ 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。 

 

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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【 新情報 】 

 

☆ 在フィリピン日本国大使館 

（平成１９年４月２５日） 

在留届電子届出システム（ＯＲＲネッ

ト）の一時停止のお知らせ 

 

在留届電子届出システム（ＯＲＲネッ

ト）は、システムメンテナンスを行う

ため、４月２６日（木）午前９時より

午後８時（日本時間）までの間ご利用

いただけません。 

 

大変ご迷惑をお掛けしますが、予めご

了承願います。 

 

（問い合わせ） 

在フィリピン日本国大使館領事班 

Embassy of Japan, P.O. Box No. 414 

Pasay Central Post Office, Pasay 

City, Metro Manila, Philippines 

ホームページ： 

http://www.ph.emb-japan.go.jp/inde

x_J.html 

TEL：６３－２－５５１－５７１０ 

FAX：６３－２－５５１－５７８５ 

 

☆ Mother of all fiestas 

フィリピン各地からフィエスタのチー

ムが集まり競い合う、Aliwan Fiesta

です。コンサートや美人コンテストも

開催されます。 

 

参加チーム： 

Pedrista Festival (Quezon City), 

Marikina Festival and Pakalog 

Festival (Pasig) from Metro Manila, 

Panagbenga Festival (Baguio City), 

Pamulinawen Festival (Laoag City), 

Agdamdamili Festival (San Nicolas, 

Ilocos Norte), Sabutan Festival 

(Palanan, Isabela), Pinilisa 

Festival (Jones, Isabela), Sambali 

Cagayana Festival (Baggao, Cagayan), 

Halamanan Festival (Guiguinto, 

Bulacan), Santo Nino Festival 

(Malolos, Bulacan), Angel Festival 

(San Rafael, Bulacan), Sumakah 

Festival (Antipolo City), 

Boling-Boling Festival (Catanauan, 

Quezon), Himag Ulaw Festival (Placer, 

Masbate), Pili Festival (Sorsogon 

City), Dinagyang Festival (Iloilo 

City), Tultugan Festival (Maasin, 

Iloilo), Kahilyawan Festival (Santa 

Barbara, Iloilo), Pintados de Pasi 

Festival (Passi City, Iloilo), 

Babaylan Festival (Bago City, Negros 

Occidental), Hermosa Festival 

(Zamboanga City), Pasalamat 

Festival (Pagadian City, Zamboanga 

del Sur), Diyandi Festival (Iligan 

City), Halad Festival (Pigcawayan, 

North Cotabato), Kalilangan 

Festival (General Santos City), 

ARMM ’ s Padang-Padang Festival, 

(Parang, Maguindanao), Meguyaya 

Festival (Maguindanao), Kambulang 

Festival (Parang, Maguindanao) 

 

Pasakalye music concert 

日時：４月２６日（木）午後７時  

場所：CCP Complex, Roxas Blvd.,  

Pasay City 

 

beauty pageant 

日時：４月２７日（金） 

午後７時３０分  

場所：CCP Complex, Roxas Blvd.,  

Pasay City 

 

main parade of dance troupes 

日時：４月２８日（土）午後３時  

場所：Quirino Grandstand, Manila 

～Roxas blvd. 

～CCP Complex, Pasay 

 

awards night with a fireworks  

display 

日時：４月２８日（土）午後９時  

場所：CCP Complex, Roxas Blvd.,  

Pasay City 

連絡先：MBC 832-6121 / 832-6122 

 

☆ Moonsongs 

jazz, soul, funk, R&B, 各分野の新人

アーティストが一堂に会します。フィ

リピンの期待の新人たちです。 

 

出演： 

CAPO, Camille Rodriguez, Krizzie 

Cruz, Kaye Bulaong, Fatima, The 

Modes and The Haneps.  

 

日時：５月４日（金）午後８時３０分 

場所：Stonehouse Rooftop, 1315 E.  

Rodriguez Ave., Brgy.  

Kristong Hari, Quezon City 

チケット：P150 

連絡先： 

Czarina May Padilla 0917-7002927 

mailto:czzzrr@yahoo.com 

 

☆ Rock Da Vote Night At The Museum 

歌手、コメディアンとして活躍中のア

ーティストにるロックとお笑いの楽し

いコンサートです。 

 

出演： 

Jon Santos, Candy Pangilinan, John 

Lapus, Chokoleit, Pooh, Tessie Tomas 

 

日時：５月１１日（金）１２日（土） 

午後８時 

場所：Music Museum,  Greenhills  

Shopping Complex 2nd Level,  

Theatre Mall, Ortigas Ave.,  

Greenhills, San Juan 

チケット：P1200 P1000 P500  

連絡先：TicketWorld 891-9999 

 

☆ Indian fashion in Vigan 

Metropolitan Museum のトラベル・エ

キシビションの一環です。“Living 

culture: Contemporary Indian 

textiles and fashion,”と題してイロ

コス・ノルテのビガンに伝わるIndian 

fashion を８名のデザイナーの作品と

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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して展示されます。 

 

期間：５月３０日（水）まで 

場所：Metropolitan Museum of Manila, 

Bangko Sentral ng Pilipinas Complex, 

Roxas Boulevard, Manila 

連絡先：523-7855 / 536-1566 

 

 

【 明日です 】 

 

● Navarro 

フィリピン大学出身の若きボサノバの

女王‘Katrina "Sitti" Navarro’のサ

マーコンサートです。 

 

日時：４月２６日（木）午後８時 

場所：Bluewave, Macapagal Ave.,  

Pasay City 

 

日時：４月２８日（土）午後５時 

場所：Boracay Island (Summer Event  

c/o Lifestyle Asia Channel) ,  

Aklan 

 

日時：４月３０日（月）午後８時 

場所：Kapisanan ng Broadcasting ng  

Pilipinas    

 

連絡先：724-7551 / 724-7558 

 

● The Chou - Cheng - Chang Trio &  

The Guernica Project:  

A Concert for Peace  

パブロ・ピカソがスペイン内戦中に空

爆を受けた町ゲルニカを主題に描いた

有名な「ゲルニカ」をテーマとするプ

ロジェクト、７０回目のスペイン内戦

の記念日に国際平和の認識をあらたに

するコンサートです。 

 

出演：台湾の天才的３人組「New Taipei 

Trio」バイオリン、チェロ、ピアノ 

 

日時：４月２６日（木） 

午後７時３０分 

場所：Instituto Cervantes, 855 T.M.  

Kalaw St., Ermita, Manila 

連絡先：526-1482～85 

 

● Leaps and Bounds Youth  

Leadership Adventure Camp 

９歳～１８歳対象のアドベンチャーキ

ャンプです。それぞれの責任感、チー

ムプレー、自然環境に対する愛情をは

ぐくみます。 

 

日時：４月２６日（木） 

場所：Lagos del Sol Resort, Lake  

Caliraya, Cavinti, Lumban,  

Laguna 

費用：P14900 

連絡先：Nikki Romero 0919-5109400 

mailto:leapsandbounds@mgtstrat-asi

a.com 

 

● New Zealand Animation Contest 

ニュージーランドの主要なデザイン学

校入学、来年度までのプロモーション

活動のチャンスです。アニメーショ

ン・コンテストの入賞者は、スカイケ

ーブルでの作品放映も保証されます。 

 

申込期間： 

４月２６日（木）～５月２日（水） 

申込場所： 

New Zealand Trade & Enterprise, 23rd 

Level BPI Buendia Centre, Senator 

Gil Puyat Ave., Makati City 

連絡先：Ms. Cheril Chua 891-4625 

mailto:manila@nzte.govt.nz 

 

● Capiz 

フィリピンの現代アーティスト、Tito 

Estrada による 新作品は、磨りガラ

スのように美しいカピス貝を活かした

作品群です。 

 

日時：４月２６日（木）２７日（金） 

場所：The Podium, 18 ADB Ave.,  

Ortigas Center, Mandaluyong 

 

● BenCab 

毎年恒例のフランス大使館主催による

"FRENCH SPRING"の一環です。フィリピ

ン人アーティストのパイオニア、

"BenCab"ことBen Cabreraによる 新

作品の展示です。 

 

日時：４月２６日（木）２７日（金） 

場所：Alliance Total Gallery,  

Alliance Francaise de  

Manille, 209 Nicanor Garcia  

St., Bel-Air II, Makati City 

連絡先：895-7585 

 

● 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２６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 

 

● Building Modernity 

２０世紀のモダニズムのフレームワー

クの範囲内で作成された構造設計の展

示会です。 

 

期間：４月２６日（木）～５月２日（水） 

場所：Museum Foundation of the  

Philippines, People Finance  

Road, Manila 

連絡先：404-2685 

mailto:inquiry@museumfoundationph.

org 

 

● Tactile Textile 

Lopez Memorial Museum 主催による、

子供のための視覚的な自叙伝のプロセ

スを調査するワークショップです。作

品は６月にLopez Memorial Museumに

て展示されます。 

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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日時： 

４月２６日（木）午前９時 

４月２８日（土）午前９時 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F  

Benpres Bldg., Exchange  

Road., Ortigas, Pasig City 

連絡先：Fanny 631-2417 

mailto:pezseum@skyinet.net 

 

● 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。 

 

日時：４月２６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 

 

● 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２６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 

 

● Children's Theater 1 - Workshop  

(Ages 6-8) 

PETA Theater Center 主催による、６

歳～８歳の子供対象のシアター・ワー

クショップです。ダンス、歌、ゲーム、

絵画、操り人形、ストーリー・テリン

グを通して演劇の世界を学びます。 

 

期間：４月２６日（木）～５月２日（水） 

午前８時～午後５時 

場所：PETA Theater Center, 5 Sunny  

Side Drive, Bgy. Kristong  

Hari, New Manila, Quezon City 

連絡先：725-6244 / 410-0822 

 

● Children's Theater 2 - Workshop  

(Ages 9-12) 

PETA Theater Center 主催による、９

歳～１２歳の子供対象のシアター・ワ

ークショップです。音楽、ダンス、所

作、視覚芸術、詩、短編小説の執筆、

ストーリー・テリング、ゲーム、ドラ

マ、格闘技を通して、演劇の想像力と

才能の鍛えます。 

 

期間：４月２６日（木）～５月２日（水） 

午前８時～午後５時 

場所：PETA Theater Center, 5 Sunny  

Side Drive, Bgy. Kristong  

Hari, New Manila, Quezon City 

連絡先：725-6244 / 410-0822 

 

● Children's Theater Production  

Workshop 

PETA Theater Center 主催による、シ

アター・プロダクション・ワークショ

ップです。既にシアター・コースを経

験されたお子さま向きです。実際に物

語りをつくり、場面を組み立てます。

民話やおとぎ話からの解釈も学びます。 

 

期間：４月２６日（木）～５月２日（水） 

午前８時～午後５時 

場所：PETA Theater Center, 5 Sunny  

Side Drive, Bgy. Kristong  

Hari, New Manila, Quezon City 

連絡先：725-6244 / 410-0822 

 

 

【 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？ 】 

 

■ フランス国歌 

「ラ・マルセイエーズ」が誕生する 

（１７９２） 

１７９２年４月２６日（寛政４年３月

５日）、のちにフランス国歌となる

「ラ・マルセイエーズ」が、工兵大尉

ロジェ・ド・リールによってほんの数

時間で作詞・作曲されました。フラン

スでブルジョア革命が起こっていた

中の同年４月２０日、フランスはオー

ストリアに宣戦、その報は２５日にス

トラスブール市に伝えられ、市長は軍

人たちを自宅に招き送別の宴を開いて

いました。同席していたロジェ大尉に

音楽の才能があることを知っていた市

長は、兵士たちを激励するための歌を

作ってくれるよう依頼、ロジェはその

夜のうちに仕上げ、翌朝には市長の家

で発表しました。 初は「ライン軍軍

歌」と呼ばれていたとおり、人殺しを

あおる軍歌でしたが、やがてマルセイ

ユにも広まり、兵士たちがパリに上京

する際この歌をうたって行進したこと

から「ラ・マルセイエーズ（マルセイ

ユの人々）」と名づけられました。  

 

■ 日本初のボクシング・ 

タイトルマッチが行われる 

（１９２４） 

１９２４年（大正１３年）４月２６日、

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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日比谷公園で日本初のボクシング・タ

イトルマッチ、日本軽体量級拳闘選手

権試合が開催されました。日本拳闘倶

楽部主催の第一回全日本軽体量拳闘選

手権決定試合は、午後零時半から日比

谷公園内音楽堂において開催されまし

た。初夏の天気は良く土曜日の午後と

いうこともあり、数千人のファンがス

タンドを埋め、欧米人まで久し振りに

自国のボクシングに競技慾を満足させ

ようと詰めかけ、すこぶる熱狂してい

ました。音楽堂のステージに設けられ

たリングでは、定刻から十数番のエキ

シビション・マッチを行い、これも相

当観衆を喜ばせましたが、中に１０歳

と１１歳の少年選手のマッチには尠な

からず感動させられました。 後に臼

田選手と川上選手の選手権決定試合は、

８回戦を６回戦で臼田選手が堂々と勝

ち、第一回の軽体量選手権を獲得しま

した。 

 

■ リメンバー・ 

チェルノブイリ・デー 

（１９８６） 

４月２６日は「リメンバー・チェルノ

ブイリ・デー」です。１９８６年（昭

和６１年）４月２６日午前１時２３分、

当時のソビエト・ウクライナ共和国の

首都キエフ近くにあるチェルノブイリ

原子力発電所の原子炉が大爆発を起こ

した地上 悪の原発事故に因みます。

発端は、原子炉が停止して電源が停止

した際、非常電源に切りかえるまでの

短い時間、原子炉内の蒸気タービンの

余力で 小限の発電を行い、システム

が動作不能にならないようにするため

の動作試験を行っていましたが、炉の

特性による予期せぬ事態と、作業員の

不適切な対応が災いし不安定状態から

暴走に至り 終的に爆発しました。死

者はソビエト政府の発表では運転員・

消防士合わせて３１名でしたが、事故

の処理にあたった予備兵、軍人、トン

ネルの掘削を行った炭鉱労働者に多数

の死者が確認され、その殆どが既に放

射線障害で死亡しています。 

 

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１９日 

パラニャーケ市の住宅地に小型飛行機

が墜落。臨時サーバーに動画をアップ

しました。 

新情報４月１７日 

弊社諸事情により、現在は動画の再生

が出来ません。 

復旧次第に 新情報を更新します。 

臨時ニュースに関しましては、動画を

ご覧頂けます。 

 

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。 

 

“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： winsfil@info.com.ph  

 303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City 
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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

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/ 
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【 ことわざを学ぼう 】 

 

■ 盾を突く（たてをつく）（慣用句） 

 

目上の人にてむかう、反抗することで

す。 

 

用例：親に盾を突くとは何事だ。 

 

類語：刃向かう  

楯突く 

 

参考： 

「楯」は、敵の矢・やり・刀などを防

ぐ道具です。自分の身を守る為に、楯

を地面に突き立てるということからで

す。 

 

■ たどたどしい（慣用句） 

①学問や技芸に十分に習熟しておらず、

その道に精通していないことです。 

用例：枕－八二 

「たどたどしき真名に書きたらんも、

いと見ぐるし」  

 

②未熟なために進行などが滑らかにい

かず、もたもたしていることです。  

用例： 

たどたどしい司会ではらはらした。 

 

③機能などを十分に発揮しておらず、

不確かなことです。 

用例：宇津保－楼上上 

「眼もたとたどしく、今はおぼえ侍る

を」  

類語：覚束ない  

 

④その場所の様子が良く分からず、地

理的に不案内なことです。 

用例：源氏－竹河 

「いざ、しるべし給へ。まろは、いと、

たどたどし」  

 

⑤直接はっきりそれと知ることができ

ない状態で、ぼんやりとして微かなこ

とです。 

用例：源氏－藤裏葉 

「なかなかに折りや惑はん藤の花たそ

がれ時のたどたどしくは」  

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 製パン技術は軍事上の 

必要性から伝わった！？ 

パンの起源は紀元前のエジプトにはじ

まるといわれるほど古く、日本へは元

亀元年（１５７０年）ころ渡米してい

ます。パンはポルトガル語のパオ（pao）

から出ています。 

 

江戸時代も末期になると携帯に便利な

このパンは軍事上の必要性から着目さ

れ、江川太郎左衛門は兵学者高島秋帆

の弟子から、製パン法を伝授され、天

保１３年（１８４２年）に自分の邸で

初めて食パンを焼いたといわれていま

す。 

 

――――――――――――――――― 

編 集 部 よ り 
――――――――――――――――― 

中国で公開まで2週間ある「スパイダ

ーマン３」の海賊版ＤＶＤが路上で販

売されているというニュースがありま

した。フィリピンでも海賊版はよく売

られています。 近は、何度か警察の

手入れで押収されています。中国では

著作権侵害に関して、取締りが不十分

といえるでしょう。これらはアジアの

発展途上国にはよくある話ですね。但

し、このＤＶＤも曲者で再生できるも

の、出来ないものがあり、何とも言え

ません。プレーヤーとの相性もあると

は思いますが。私の知り合いもフィリ

ピンで何枚か買ったみたいですが、再

生できる確立は５０％満たなかったよ

うです。（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 

 

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ＯＮＬＩＮＥＴ

Ｖ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/ 


