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――――――――――――――――― 

フィリピンニュース 
――――――――――――――――― 

＜夜版＞ 

◆ ヌエバ・エシハ州   

銃撃戦の死亡者４人に 

ヌエバ・エシハ州ハエン町における流

血事件を引き起こした銃撃戦による犠

牲者の人数が４人に増えた。地元の選

挙関係者は、同州全体を緊急監視場所、

いわゆる選挙のホット・スポットとし

て見なすべきであると勧告した。 

 

◆ ハエン町警察署長  解任 

金曜日、フィリピン国家警察、ＰＮＰ

は、４人が死亡し、十数人が負傷した

選挙関連の暴力事件が発生したことを

受けて、ヌエバ・エシハ州ハエン町の

警察署長を解任した。 

 

◆ コンポステラ・バレーの銃撃戦 

 ２人死亡 

水曜日の夜、コンポステラ・バレーに

あるニュー・バタアン町で銃撃戦が発

生し、左派系の政治運動家２人が死亡

し、３人が負傷した。 

 

◆ 批判を気にせず  

選挙の啓蒙活動の準備 －国軍 

木曜日、マニラ首都圏の国軍司令官は、

国軍のプロジェクトに対する批判を気

にせず、５月１４日に清廉潔白な選挙

を行う為に、来週からマニラ首都圏で

実施する教育啓蒙活動を準備している

という。 

 

 

◆ ＭＭＤＡ  歩道橋建設の 

禁止命令の撤回を要請 

マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡは、

ケソン市第一審地方裁判所に対して、

同市内リビスにおける歩道橋建設を禁

止する命令を撤回する要請を申し立て

た。Ｃ５のイーストウッド・シティの

歩道橋建設は、シティバンク・コンド

ミニアム・コーポレーションによって

苦情が申し立てられたことによって中

止されている。 

 

◆ キャンベルさん殺害事件  

容疑者は１人 －警察官 

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

た事件を捜査している警察当局は、分

析に持ち込まれた一次証拠物件が有力

なもので無いことから、少なくとも後

２週間は、唯一の容疑者、フアン・ド

ゥントゥガンの追跡に重点が置かれる

ことになるという。 

 

◆ 故キャンベルさんに叙勲  

－下院議会 

殺害された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

んは、フィリピンの貧困地帯における

活動を行っていたことから、その功績

を讃える勲章を下院議会が叙勲するこ

とになったという。金曜日、デ・ベネ

シア下院議長が発表した。 

 

＜夕刊版＞ 

◆ タギグ市 廃水処理場開設  

－アロヨ大統領 

木曜日、アロヨ大統領は、タギグ市に

３億３千万ペソ相当の廃水処理場を開

設した。この処理場は、マカティ市

を始めとするマンダルーヨン市やパシ

グ市、並びにタギグ市、サン・フアン

町、パテロスといった地区を中心とし

たマニラ首都圏の８万６千世帯、３３

０万人の住民の為のものだという。こ

の廃水処理場の建設は２００６年３月

に着工され、完成予定とされていた今

年の７月よりも早い時期に完成するこ

とが出来た。 

 

◆ 皮膚疾患  在監者の死亡や入院 

木曜日、すし詰め状態となっているカ

ロオカン市警察本部の拘留所で、在監

者１人が疥癬の為に死亡した。この関

連で数十人が入院しているという。 

 

◆ メーデー   

警戒レベル引き上げ －ＰＮＰ 

フィリピン国家警察、ＰＮＰは、メー

デーの式典が開催されることから５月

１日は全国的に警戒レベルを引き上げ

ることになると発表した。木曜日、地

元のテレビ局が報じた。 

 

◆ 市長候補者から記者に   

携帯電話用プリペイド・カード贈与 

選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣにつ

めている報道陣の多くは木曜日に、グ

ローブの携帯電話用プリペイド・カー

ド１００ペソ分を受け取った。このカ

ードの贈り主は、マニラ市の市長候補、

アーノルド・アリ・アティエンザ氏だ

とみられている。 

 

◆ 国民は公共利益を考慮して 

投票する ―ＳＷＳ 

フィリピン国民の大多数は、投票する

今日のレート  午後４時現在 

 

銀行レート \＝Ｐ０．３８３９(↑)  

 $＝Ｐ４７．３８ （↓）

市中両替所 \＝Ｐ０．３９７０(↑)  

 $＝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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際に個人的な利益よりも社会的な利益

を考慮し、政治的な時流等では無く、

自分自身の意識に基づいて意思決定す

るという。フィリピン・デイリー・イ

ンクワイラーとソーシャル・ウェザ

ー・ステーション、ＳＷＳの選挙前の

調査結果が発表された。更に、国民の

過半数は、候補者らは、政治的な意向

では無く、人気度に基づいて当選する

と考えられているという。４月１４日

から１７日にかけて、１,２００人の回

答者に対して行った全国調査から国民

の７９％が「自分の利益では無くても

大勢の国民の利益になる」という視点

で投票する立候補者を決定すると回答

したという。 

 

◆ ジプニー運転手   

清潔を心がけよう －ＤＯＨ 

保健省、ＤＯＨは、ジプニーの運転手

に対して、外見上の改善や業務上で罹

患し易い可能性がある一般的な疾患か

ら身を守ることに関する衛生上のヒン

トを与えた。そのヒントの詳細は、定

期的に風呂に入ること、食事の後に歯

磨きをすること、そして爪を短く切っ

て清潔にすること、服装や身だしなみ

がきちんとしているか気をつけること

等が含まれているという。保健省が作

成した公共の乗り物を運転する者の為

に用意された指導書によると、個人の

衛生を維持することによって、収入の

増加を招くという。 

 

＜午後版＞ 

◆ 大統領府  暴力の無い選挙 

連続する選挙関連の殺人事件に警告を

受けた大統領府は木曜日、５月１４日

の選挙における勝利の確保が暴力行為

に頼ることの無い様にと立候補者に対

して繰り返し注意を喚起した。 

 

◆ マニラ首都圏  

選挙後に国軍追加部隊配置 

５月の選挙が終わった後、フィリピン

国軍のマニラ首都圏司令本部、ＮＣＲ

ＣＯＭは、官民協力作戦を実施すると

いう名目に基づき、マニラ首都圏に新

たに陸軍１２部隊を追加配置する計画

だという。 

 

◆ ヒメネス元議員の妹   

マニラ市長選挙に出馬 

マーク・ヒメネス元下院議員の妹にあ

たるマリア・ヒメネスさんは、マニラ

市長選挙に出馬することを断念したと

表明していたが、市民によって「必要

とされている」という理由から市長へ

の立候補を継続することを決心したと

いう。 

 

◆ ヌエバ・エシハ州  

 銃撃戦で２人死亡 

木曜日の夜、ヌエバ・エシハ州ハエン

で対立する政治勢力による銃撃戦が展

開され、２人が死亡し、複数の負傷者

が出たという。 

 

◆ オカンポ議員の移送要請   

棄却される 

木曜日、 高裁判所は、左派系バヤン・

ムナ党比例代表のオカンポ下院議員が

殺人容疑で裁判中のレイテ州ヒロンゴ

スからマニラ市に移動することを要請

する申し立てを却下した。 

 

◆ ＮＡＩＡ３  年内開港は無理？ 

運輸通信省のメンドーサ長官は、ニノ

イ・アキノ国際空港第３ターミナル、

通称ＮＡＩＡ３が年内に開港する目処

が定かではないことを認めた。 

 

◆ スービック強姦事件の 

スミス被告  退院 

ザンバレス州スービック湾自由港でフ

ィリピン人女性を強姦したとして有罪

判決を受けたアメリカ海兵隊のスミス

上等兵は、治療を受けたモンティンル

パ市内の病院を退院したという。スミ

ス被告は木曜日の午後２時半、腎臓か

ら結石を取り除く手術を受けた後、ア

ジアン・ホスピタルから退院した。ス

ミス被告は火曜日に、マカティ・メデ

ィカル・センターに入院したが、その

後、結石除去手術を受ける為に同病院

に移送された。 

 

（ 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 

mailto: winsclub@winsmanila.com  

まで、ご連絡下さい。無料です。 

 

【 新情報 】 

 

☆ 在フィリピン日本国大使館 

（平成１９年４月２６日） 

大統領府からの比国内全土に対する、

フィリピンの休日等に関する大統領令

の発出 

 

１．２５日、比大統領府より当地中間

選挙の投票日である５月１４日（月）

を「a special public (non-working) 

holiday 」 と す る 旨の 大 統 領令

（Proclamation No.1279）が発出され

ました。これに伴い、当館（含むセブ

及びダバオ出張駐在官事務所）は、当

初休館日であった８月２１日（Ninoy 

Aquino Day）を開館日とし、５月１４

日を休館日としますのでお知らせ致し

ます。 

 

２．当館の休館日につきましては、当

館ホームページ、領事窓口等にも掲載

していますので、ご参照下さい。 

 

在フィリピン日本国大使館 

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

Pasay Central Post Office, Pasay 

City, Metro Manila, Philippines 

ホームページ： 

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

x_J.html 

 

TEL：６３－２－５５１－５７１０ 

FAX：６３－２－５５１－５７８０ 

 

☆ Summer Rockin 

若者に人気の女性ロックシンガー

‘Kitchie Nadal’と、人気音楽番組

‘MYX Music Awards’の優勝者‘Sponge 

Cola’のコンサートです。 

 

日時：５月５日（土）午後７時 

場所：Sm City Pampanga Amphitheater,  

Brgy. San Jose, San Fernando,  

Pampanga 

チケット：P175 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

☆ Nina: Soul Power  

確実なヒットメーカー、バラードに定

評のある中堅女性シンガー‘Nina’の

ステージです。 

 

ゲスト： 

Kris Lawrence, Glan Magdangal,  

Groove Manila Dancers  

 

日時：５月２５日（金） 

午後８時３０分 

場所：The Centerstage, SM Megamall  

Cinema 9, Mandaluyong City  

連絡先：TicketWorld  

891-5610 / 891-9999 

 

☆ Gintong Lahi   

NCCA, DOT, Cultural Center of the 

Philippines 共催による FILIPINO 

HERITAGE FESTIVALです。多彩な歌手、

オーケストラ、バレエダンス、モダン

ダンス、コーラスが競演します。 

 

出演： 

Pilita Corrales, Jaya, Gerard Santos, 

Jan Nieto, Gian Magdangal,  

Menchu Lauchengco-Yulo,  

Ayen Munji-Laurel, Aegis,  

Philippine Opera Company,  

Analyn Bantug, Coke Bolipata,  

Maritoni Tordesillas,  

Philippine Philharmonic Orchestra,  

Ramon Obusan Folkloric Group, 

Ballet Philippines,  

Philippine Ballet Theater,  

X-10 Dancers, UE Chorale,  

PNU Chorale, Festival Chorale,  

Kaloob, Musikalinangan,  

Mga Pangunahing Makata 

 

日時：５月３日（木）午後８時 

場所：CCP Main Theater, CCP Complex,  

Roxas Blvd., Pasay City 

チケット：P2060 P1500 P500 P100 

連絡先：TicketWorld  

891-5610 / 891-9999 

 

☆ The Search for Mr. Valentino   

美少年コンテストです。華麗な衣装も

見ものです。 

 

日時：５月２日（水）午後８時 

場所：Metro Bar,47 West Ave., Quezon  

City 

チケット：P300 

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

☆ 2006-07 PBA Fiesta Conference  

１９７５年に発足されたアジア 古の

プロバスケットボールリーグ‘PBA’の

フィエスタ・カンファレンス・シリー

ズです。 

 

Welcoat Dragons vs.  

Brgy. Ginebra Kings 

Air 21 Express vs.  

Sta. Lucia Realtors 

 

日時：５月２日（水） 

場所：Araneta Coliseum, Cubao,  

Quezon City 

チケット： 

COURTSIDE            P630 

PATRON A             P420     

PATRON B/LOWER BOX A P370    

LOWER BOX B          P315    

PATRON C/LOWER BOX C P265   

UPPER BOX A           P60   

UPPER BOX B           P20  

GENERAL ADMISSION      P5    

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

 

【 週末です 】 

 

● Jed Madela - Just Human 

フィリピンの人気男性歌手‘Jed 

Madela’のコンサートです。バラード

に定評があります。 

 

日時：４月２８日（土）午後８時 

場所：Premier Cinema, Sm Mall Of  

Asia, Pasay City 

チケット： 

DELUXE CENTER (E-U) (指定席)  P1260  

PREMIER (A-D) (指定席)        P1050  

DELUXE SIDES (A-U) (指定席)    P840  

PREMIER CENTER (E-J) (指定席)  P840  

PREMIER SIDES (E-J) (指定席)   P525  

連絡先：TicketNet 911-5555 

 

● Believe - A Prelude to a Dream 

The Lyceum of the Philippines  

Chorale によるコンサートです。今年

１１月に開催される国際合唱コンクー

ルに初めて参加が決まり、さらにスキ

ルアップしたハーモニーで観客を魅了

します。 

 

日時：４月２８日（土） 

午後３時・７時 

場所：PhilAm Life Auditorium, UN  

Ave., Ermita, Manila 

チケット：P150 P100 P50 

連絡先：Jonathan Dionisio  

471-3795 / 0906-2894112 

mailto:lycephilchorale@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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● The Maestro Series   

アジアの枠を超えて現代の 高のメロ

ディー・メイカーの一人‘Ryan 

Cayabyab’のクラシック音楽のステー

ジです。 

 

共演者： 

Rachel Alejandro, Agot Isidro,  

Gian Magdangal, Jan Nieto,  

Miguel Mendoza 

 

日時：４月２８日（土） 

午後６時～８時 

場所：Alabang Town Center Activity  

Center, Muntinlupa City 

 

日時：４月２９日（日） 

午後６時～８時 

場所：South Surface Parking, Ayala  

Center Cebu 

 

日時：４月３０日（月） 

午後６時～８時 

場所：Market! Market! Activity  

Center, Taguig City 

 

連絡先： 

Customer Service Booth 752-7272  

 

● 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 

 

 

● CUESHE SUMMER JAM  

フィリピンの人気ロック・グループ、

CUESHEのサマー・シーズンのスペシャ

ル・ツアー・コンサートです。 

 

スペシャル・ゲスト： 

Salamin & Chris Cayzer  

 

日時：４月２８日（土）午後８時 

場所：SM City Bacoor Cinema 6, Gen.  

Aguinaldo Highway cor. Tirona  

Highway, Brgy. Ilabay,  

Bacoor, Cavite 

チケット：P528 P317 P211 

 

日時：５月２６日（土）午後８時 

場所：SSM Bacoor Cinema 6  

チケット：P528 P317 P211 

 

連絡先：TicketWorld 891-5610 

 

● 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。 

 

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 

 

● 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２８日（土）～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 

 

● 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２８日（土）～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２８日（土）～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。 

 

日時：４月２８日（土）午前９時 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F  

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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Benpres Bldg., Exchange  

Road., Ortigas, Pasig City 

連絡先：Fanny 631-2417 

mailto:pezseum@skyinet.net 

 

● Digital 101:  

Photography and the Computer 

写真撮影の基本を学びたい、デジタル

カメラユーザーのためのワークショッ

プです。講師は、１０年のキャリアを

持つ国内の有名カメラマン‘Jay 

Alonzo’です。 

 

日時：４月２８日（土）午前９時 

場所：Filipinas Heritage Library,  

Nielson Tower, Ayala  

Triangle, Makati Ave., Makati  

City 

連絡先：892-1801 

mailto:events@filipinaslibrary.org

.ph 

 

● Photography for Young  

Photographers 

７歳から１７歳対象のカメラ撮影教室

です。写真撮影の基本から現像まで、

本格的な写真家を目指します。 

 

日時：４月２８日（土） 

午前９時～午後５時  

１３歳～１７歳 

場所：Filipinas Heritage Library,  

Nielson Tower, Ayala  

Triangle, Makati Ave., Makati  

City 

費用：P2200 

連絡先：892-1801 

mailto:events@filipinaslibrary.org

.ph 

 

● 2007 Top HipHop 2:  

A Summer HipHop Recital Dance Course  

with the 2006 World HipHop Champions 

ヒップホップダンスのワークショップ

です。昨年イタリアで開催された

World HipHop Championship で優勝を

飾ったThe Philippines Allstarsによ

るレッスンを受けられます。 

 

日時： 

４月２９日（日）午前１０時 

５月０６日（日）午前１０時 

５月１３日（日）午前１０時 

場所：Infinity Dance Studio,  

CrossRoad77, Mother Ignacia  

cor. Scout Reyes, Quezon City 

費用：P4000 

連絡先：No Bounds Events Management  

0921-2176237 

 

● 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２８日（土）～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２８日（土）～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２８日（土）～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２８日（土）～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 

 

● 土曜シネマ劇場 

マニラ日本人会らいぶらりーによる、

土曜シネマ劇場です。大劇場なみの大

音響と鮮明な色彩をお楽しみ下さい。 

 

日時：４月２８日（土） 

午前９時３０分 

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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原題：UNITED 93 

邦題：ユナイテッド93 

製作：２００６年 

監督：Paul Greengrass 

出演：Christian Clemenson,  

Trish Gates,  

David Alan Basche 他 

解説： 

アメリカ史上 悪のテロ攻撃事件とし

て記憶された２００１年９月１１日の

出来事を、当事者の視点から再現した

衝撃的作。 

 

場所：マニラ日本人会２１階大会議室 

連絡先：マニラ日本人会  

810-7909 / 815-3559 / 892-7624 

 

● Pre-Summer and Pay Day Bazaar 

一般のお客様から、優れた製品をお探

しの企業家の方にも、興味深いプロダ

クトが揃うバザーです。 

 

日時：４月２８日（土）２９日（日） 

午前９時～午後７時 

場所：Food Odyssey, 11th Level LKG  

Tower, Ayala Ave., Makati City 

連絡先：Zera Syson  

344-3138 / 0916-2446239 

mailto:asianmetroph@yahoo.com.ph 

 

● 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。 

 

 

【 岩ちゃんの観光情報 】 

 

先月から来比して行われていた旅サラ

ダの撮影が終了しました。 

放映スケジュールが決まりましたので

ご連絡いたします。 

是非ご覧になってください。お友達に

も知らせてあげてください。 

 

旅人：持田真樹 

 

【１週目】5月 5日  

        マニラ＆ドンソル 

【２週目】5月12日  

     マニラ郊外＆ボラカイ島 

【３週目】5月19日  

        バナウエ＆ビガン 

【４週目】5月26日  

    パラワン島の究極リゾート 

 

フレンドシップツアー 岩崎 

 

岩ちゃん ＝ 岩崎 宏  

フレンドシップツアー 

    ＆リゾートコーポレーション 

TEL:893-0291／840-1060 

FAX:818-8978／892-8899 

E-mail: ftrc@pldtdsl.net 

 

ホームページアドレス 

http://friendshipmanila.com/ 

 

 

【 明日は何の日？ 】 

 

■ 象の日（１７２９） 

４月２８日は「象の日」です。享保１

４年のこの日（１７２９年５月２５日）、

ベトナムからの献上品として日本に初

めて渡来した象が、中御門天皇と霊元

上皇の御前に披露されたことに由来し

ます。この象は八代将軍、徳川吉宗が

清（現在の中国）の商人に「象が見た

い」とリクエストしたもので、長崎に

到着した２頭の象は３月１３日に江戸

へ向けて出発しました。１日におよそ

２０キロを歩いて移動することになっ

たのですが、旅の途中に京都を通るた

め「この機会に天皇にも見ていただこ

う」ということでこの日の上覧となっ

たわけです。しかしこの時代、官位が

ないと天皇陛下に謁見できなかったた

め、急遽象にも「広南従四位白象」と

いう官位が与えられました。そして５

月には無事江戸へ到着して将軍上覧と

なったのですが、初めて見る巨大な象

に巷では大騒ぎとなり、象を描いた本

や双六が出版されました。 

 

■ 第１回文化勲章の授与式が 

行われる（１９３７） 

１９３７年（昭和１２年）４月２８日、

第１回の文化勲章の授与式が行なわれ

ました。この時の受賞者は物理学の長

岡半太郎、作家の幸田露伴、画家の横

山大観、本多光太郎、木村栄、佐佐木

信綱、岡田三郎助、藤島武二、竹内栖

鳳の９人でした。当時は春に行われて

いました。文化勲章は、科学技術や芸

術などの文化の発展や向上にめざまし

い功績のある者に授与される日本の勲

章で、１９３７年２月１１日の文化勲

章令により制定されました。勲章は橘

の５弁の花の中心に三つ巴の曲玉を配

しています。鈕にも橘の実と葉が用い

られています。綬の織地は淡紫色で、

東京美術学校教授の畑正吉がデザイン

しました。当初はサクラの花のデザイ

ンが考えられましたが、昭和天皇が「文

化は永遠であるべき」との意向で常緑

樹の橘によるデザインになりました。

京都御所の紫宸殿の前庭に桜と橘が対

になって植えられています。 

 

 

“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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■ サンフランシスコ平和条約が 

締結される（１９５２） 

１９５２年（昭和２７年）４月２８日、

サンフランシスコ平和条約が締結され、

日本が独立権を回復しました。１９５

１年９月８日、サンフランシスコ会議

の 終日に、日本、ソ連・支那・イン

ド等を除く旧連合国４８ヶ国との間に

調印された講和条約「日本国との平和

条約」（対日平和条約）が調印された都

市の名を採って「サンフランシスコ平

和条約」と通称されます。この条約は、

ソ連・支那・インドと言った諸国の反

対を無視する形で米英だけで草案を作

成し、会議も討議も一切認めない議事

規則で強行、この日に発効しました。

本条約の 大の特徴は、日本の個別

的・集団的自衛権を承認し、日本の再

軍備と外国軍隊の駐留継続を許容した

点で、日本の再軍備は「自衛隊」（警察

予備隊→保安隊→自衛隊）、集団的自衛

権と外国軍隊駐留継続は、本条約調印

同日に調印された「日米安保条約」と

して具現化しました。 

 

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。 

 

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２６日 

マカティ市のＢＰＩ本店で火災が発生。

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。 

 

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

日本文化チャンネル桜 放送中！ 
スカイパーフェクＴＶ！チャンネル ２４１ 

視聴料   無料／月 
「ハッピー２４１」の夜の時間帯で放送 

協賛広告や視聴協賛金募集中！ 
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 

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/ 
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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 

 

★ PHIL-JAPANスタッフ募集 

マニラのPHIL-JAPAN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 PHIL-JAPAN NEWS 

PHIL JAPAN NEWS 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。 

 

「本間中将終焉の地 

修復計画」 
 

ＷＩＮＳは昨年、マレーの虎と呼

ばれた勇猛な武将、山下奉文大将

の終焉の地を修復いたしました。 

本年は、その近くにある本間雅晴

中将の終焉の地を修復する計画が

ございます。 

修復費用のご寄付を募っておりま

すので、是非ご協力下さいます様、

宜しくお願いします。 

ご連絡先は、ＷＩＮＳまで 

 

電話番号：７５２－７２４６ 

日本文化チャンネル桜 協賛募集中！！ 
スカイパーフェクＴＶ！ チャンネル２４１ 
チャンネル桜の主旨にご賛同下さる企業の皆様からのご支援を 

お待ちしております。 
問合せ先： ㈱日本文化チャンネル桜    TEL:０３－６４１９－３９００  

FAX:０３－３４０７－２２６３   E-mail:info@ch-sakura.jｐ 
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★ 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/ 

 

 

【 ことわざを学ぼう 】 

 

■ 棚から牡丹餅 

（たなからぼたもち）（ことわざ） 

 

思いも掛けない幸運、労せずに幸運を

得ることの喩えです。 

 

用例：相手のエラーで、棚から牡丹餅

の追加点が入った。 

 

類語：棚牡丹（たなぼた）  

勿怪の幸い 

 

英・日対照語： 

A windfall(A godsend)  

pennies from heaven  

 

参考： 

棚の上から、突然おいしい牡丹餅が落

ちてくるという意味からです。 

 

■ 棚に上げる（たなにあげる） 

（慣用句） 

 

自分の不利や欠点など、不都合なこと

にはわざと触れないでおくことです。 

 

用例： 

自分の失敗は棚に上げて、人のミスを

しつこくとがめる。 

 

類語：棚へ放り上げる 

 

参考： 

物を棚に上げて、手を付けないでそっ

としておくという意味からです。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

 

■ 「五蕗六筍（ごふきろくたけ）」 

とはおいしい旬を表す四字熟語！？ 

 

「五蕗六筍」は日本生まれの四字熟語

です。五月の蕗、六月の筍のことをい

ったもので、その頃の蕗や筍は旬を迎

え、食べて も美味しい時期であるこ

とを教えた語呂合わせです。 

 

特に筍の生長は速く、廊下の板を破っ

て顔を出したかと思うと、あっという

間に屋根を突き破っていきます。朝掘

った筍は夕方になればもう古くなって

います。 

 

――――――――――――――――― 

編 集 部 よ り 
――――――――――――――――― 

週末です。日本はあすからゴールデ

ン・ウィークですね。今日は早く仕事

を片付けて家路に着き、旅行準備にと

りかかる人もいるのではないでしょう

か。国内、海外と多くの人たちが旅行

に出かけるのでしょうね。どうせなら、

料金が高く、混雑する時期を外したい

ものですが、こればかりは自分の都合

だけではどうしようもありません。く

れぐれも事故などには気をつけて下さ

い。たまに日本で見かけた光景ですが、

下りの高速道路でスキー板を積んだ車

の事故や連休初日の事故など、楽しい

思い出や連休が台無しになってしまい

ます。（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/ 

 

★ マニラ日本人会  

810-7909,815-3559 

 

★ 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 

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


