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――――――――――――――――― 

フィリピンニュース 
――――――――――――――――― 

＜夜版＞ 

◆ サン・カルロス市長  死亡 

週末に銃撃されたパンガシナン州サ

ン・カルロス市の市長が月曜日に死亡

した。レスエリヨロ市長は午前７時頃、

ケソン市にあるセント・ルークス・メ

ディカルセンターで死亡したという。

レスエリヨ市長は、ラカス・クリスチ

ャン・ムスリム民主党の公認副市長候

補として出馬していた。５月１４日の

選挙で息子にあたる現職のフリエー

ル・レスエリヨ副市長が市長候補とし

て立候補している。息子のレスエリヨ

副市長の発言によると、今回の事件は、

政治絡みの動機によるものだという。 

 

◆ ＬＰＧ価格  値上げ 

月曜日、液化石油ガス販売小売業者は、

液化石油ガス、ＬＰＧの価格を１キロ

グラムあたり１ペソ値上げした。 

 

◆ 大統領府委託の調査   

野党候補５人が上位に 

大統領府は、５月１４日に行われる選

挙の上院議員候補者リストの上位に、

真正野党、ＧＯの候補者が５人含まれ

ていることを示す調査結果を発表した。

ラジオ放送局、ｄｚＢＢが日曜日に報

じた。同報道の一次発表によると、大

統領府が委託したアメリカ企業は４月

１２日から１６日にかけて４千人の回

答者を対象として調査を行ったという。 

 

 

◆ 当選予想  １２人の立候補者 

ラジオ放送局、ｄｚＢＢの報道による

と、今回の調査の結果、真正野党、Ｇ

Ｏのレガルダ候補が得票率６４％で首

位となり、２位にＧＯのビリヤール候

補が５１％で続き、３位は野党公認の

ラクソン候補とエスクデロ候補で共に

４６％の得票率だったという。自由党

のパンギリナン候補が４４％で５位と

なり、６位には、与党のチーム・ユニ

ティー、ＴＵのレクト候補、７位は、

ＧＯのカエタノ候補だった。８位は、

ＴＵのアンガラ候補、９位は、無所属

のホナサン候補、そして１０位は、Ｔ

Ｕのソットー候補とアロヨ候補、ズビ

リ候補と３候補者が同点となった。 

 

◆ ケソン市 ダムに男性遺体 

ケソン市東フェアビューにあるラ・メ

サ・エコパークで土曜日の午後、身元

不明の男性の遺体がラメサ・ダム内に

浮かんでいるのが発見された。警察当

局によると、エコパークの警備員が午

後２時半頃、貯水池の見回りを行って

いる時に遺体を発見したという。 

 

◆ イリガン市バス放火事件   

運転手が死亡 

土曜日の夜、イリガン市サンタ・フィ

ロメナにある村で、３人の武装した男

達が路線バスに放火するという事件が

発生し、放火されたバスの運転手が死

亡した。 

 

◆ マカティ市  白昼強盗 

日曜日、マカティ市で４人の男達が白

昼堂々とパン屋に押し入り、顧客の貴

重品を強奪して逃走するという事件が

発生した。この事件で２人が負傷し

たという。警察当局の発表によると、

容疑者は午前１０時４４分に、ベルエ

ア地区ジュピター通りにあるレッド・

リボンの店舗内に押し入ったという。 

 

◆ クリス・アキノさん  退院 

日曜日の午前１０時５０分、タレント

のクリス・アキノさんと息子のジェー

ムズ・ジュニアちゃんがマカティ・メ

ディカル・センターを退院した。テレ

ビ番組の司会役や女優として活躍する

クリスさんは、車椅子に乗り、ジェー

ムスちゃんを抱いて退院したという。

クリスさんは、メイド達や２人の看護

師らに付き添われていたが、夫のジェ

ームス・ヤップさんの姿はなかったと

いう。 

 

＜夕刊版＞ 

◆ 拳銃所持のインド人  

ＮＡＩＡで逮捕される 

日曜日の午前中、ニノイ・アキノ国際

空港、ＮＡＩＡで、３８歳のインド人

男性が自分の荷物に拳銃を隠し持って

いたことが発見された。警察当局は、

このインド人を逮捕した。 

 

◆ マニラ市警察官   

恐喝容疑で停職処分 

マニラ首都圏警察本部のバリリヤ本部

長代理は、マニラ市警察署の高官１名

とその部下の警察官６名に対して、２

００６年８月１８ 日に違法人材派遣

容疑者の日本人男性を逮捕した際、同

容疑者から５０万ペソを強要した容疑

で９０日間の停職処分を科した。 

 

今日のレート  午後４時現在 

 

銀行レート \＝Ｐ０．３８３１(↑)  

 $＝Ｐ４７．３０ （↑）

市中両替所 \＝Ｐ０．３９６５(↑)  

 $＝Ｐ４７．４５ （↑）

＊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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◆ 人身売買容疑者 逮捕  

－沿岸警備隊 

日曜日、沿岸警備隊は、マニラ首都圏

で就労する為に、ミンダナオ島で１２

人を違法採用した女性容疑者を逮捕し

た。 

 

◆ シャム双生児 死亡 －ＰＧＨ 

２週間以上前にレイテ州タクロバン市

に居住する夫婦に産まれたシャム双生

児、いわゆる結合双生児は日曜日の午

前中にマニラ市内のフィリピン国立総

合病院で死亡した。地元のテレビ局が

報じた。 

 

◆ 北コタバト州   

爆弾攻撃を未然に阻止 

北コタバト州タクロン市では、国軍が

現地の警察派出所への爆弾攻撃を未然

に防いだ後、同市内の警備を強化した

という。 

 

◆ ケソン市   

違法ポスターの撤去作業 

日曜日、選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬ

ＥＣとマニラ首都圏開発管理庁、ＭＭ

ＤＡの職員は、ケソン市内の主要幹線

道路やその他の幹線道路を回って、違

反とされる壁や電柱に貼付された選挙

ポスターを撤去する作業に従事した。 

 

◆ ケソン市の開発計画   

ビジネスの中心街 

土曜日、ケソン市のベルモンテ市長は、

５月の選挙で３期目を目指す任期中の

優先課題について、北エドサからイ

ースト通りの地区をビジネス中心街と

する開発であると発言した。 

 

＜午後版＞ 

◆ アロヨ大統領の不正行為  

国民４０％が予想 －ＳＷＳ 

現政権のチーム・ユニティー、ＴＵ与

党公認の上院議員候補者は、貧困と汚

職をテーマにしている真正野党、ＧＯ

の宣伝広告活動を「嫌悪政治」と名付

けた。この言葉の裏付けは、ソーシャ

ル・ウェザー・ステーション、ＳＷＳ

の調査結果によって明示された。同世

論調査の結果によると、国民は、アロ

ヨ大統領を信頼していないということ、

また、アロヨ大統領に対して不満を持

っているということが示された。同調

査によると、無作為に抽出された全国

２,５００人の回答者の内４０％は「ア

ロヨ大統領が５月行われる選挙で、不

正を行い、与党の候補者が勝利を収め

ることになるだろう」という質問文を

肯定した。否定した回答者は２０％を

占め、３５％の回答者は分らないと答

えた。 

 

◆ パンガシナン州銃撃事件  

護衛が死亡 現職市長が負傷 

祭事が 高潮に達し、美人コンテスト

の優勝者が王冠を授与される直前に、

レスエリヨ市長が人々と挨拶を交わし、

握手をしている時に、握手の相手の懐

から拳銃が取り出されて銃口を向けら

れた。拳銃が発砲された瞬間、レスエ

リヨ市長の護衛を務めるユロヒオ・マ

ルティネスさんが自分の身体を盾にし

て同市長を守り即死した。この銃撃事

件は、パンガシナン州のサン・カルロ

ス市にある体育館で土曜日の夜に開催

された祭事の 中に発生し、レスエリ

ヨ市長他５人が負傷した。 

 

◆ サン・カルロス市銃撃事件  

同市の監視強化  

  －ＣＯＭＥＬＥＣ 

１人が死亡し、現職市長を始めとする

少なくとも６人が負傷したパンガシナ

ン州サン・カルロス市の暴力的な銃撃

事件が発生したことを受けた選挙管理

委員会、ＣＯＭＥＬＥＣは、同市を監

視下に置くことを検討しているという。

ラジオ放送局、ｄｚＢＢが日曜日に報

じたところによると、地元の警察当局

によってＣＯＭＥＬＥＣの監視対策が

既に推奨されていたことから、ＣＯＭ

ＥＬＥＣの懸案事項の１つとなってい

たという。同市は２００４年の選挙時

にも数々の暴力事件が発生していた。 

 

◆ バヤン・ムナ党  

ＧＯの票確保に４千万ペソを要求 

比例代表政党、バヤン・ムナ党は、真

正野党、ＧＯ公認の上院議員候補者の

得票を確保し、左派系政党の支持者の、

いわゆる「投票指示」を確保し、保護

する投票見張り番の費用として、エス

トラーダ前大統領に対して４千万ペソ

を要請したという。日曜日、現政権の

高官が発表した。 

 

◆ ヌエバ・エシハ州銃撃戦   

目撃者の恐怖 

日曜日、ヌエバ・エシハ州警察本部当

局は、ハエン町で木曜日に発生したエ

スキベル元町長陣営と再選を目指す現

職のアントニノ下院議員の陣営によっ

て展開された銃撃戦に関する目撃者の

身柄を保護していると発表した。 

 

◆ １０億ペソ規模の生計金融機関 

  －アロヨ大統領が開設 

アロヨ大統領は、公務員の収入増加を

支援する為に、１０億ペソ規模の生計

金融貸し出し機関を近々開設するとい

う。土曜日、大統領府が発表した。 

 

◆ エストラーダ前大統領   

母親の誕生日に外出許可を申請 

エストラーダ前大統領の弁護人は、サ

ンディガンバヤン公務員特別裁判所の

特別法廷に対して、５月２日に前大統

領が外出する許可を申請した。５月２

日は、前大統領の母親、ドーニャ・メ

リー・エヘルシトさんの１０３歳の誕

生日であることから、前大統領の外出

許可申請は、サンフアン市北グリーン

ヒルズにある自宅に母親を訪問して誕

生日を祝いたいという理由によるもの。 

 

 

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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◆ 覚醒剤巣窟を保護容疑   

警察官２１名解任 

マニラ首都圏警察本部、ＮＣＲＰＯは、

パシグ市の覚醒剤巣窟を経営していた

アミン・イマン・ボラトンを保護して

いたと、検察側の証人によって名指し

された２１名の警察官に対する即時解

任手続きの実施を準備しているという。 

 

（ 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 】 

 

☆ Phil. Furniture Festival  

フィリピン家具展示会です。業者と一

般に同時公開されます。 

 

期間：５月７日（月）まで 

場所：Megatrade Hall 2, SM Megamall,  

Mandaluyong City 

連絡先：The Megatrade Hall Office 

633-1697 / 633-5043/46 loc.118/127 

 

☆ Writing workshop 

フィリピンの児童書賞受賞作家‘Carla 

M. Pacis’による、ティーンエイジャ

ーのための執筆ワークショップです。 

 

期間：５月７日（月）～１１日（金） 

午前１０時～正午 

場所：Lopez Memorial Museum, G/F  

Benpres Bldg., Exchange  

Road., Ortigas, Pasig City 

費用：P4500 

連絡先：Fanny / Joy 631-2417 

 

 

☆ Accidental Abstraction 

フィリピン人アーティスト‘Bembol 

Dela Cruz’による、実際に都会で起こ

る破壊を詳細に抽象表現した 新作品

展示会です。 

 

期間：５月１２日（土）まで 

場所：Mag:net Gallery Paseo Center  

Ground Level, 8757 Paseo de  

Roxas cor. Sedeno St., Salcedo  

Vill., Makati City 

連絡先：817-7895 

 

☆ Believe 

フィリピン人アーティスト‘Henri 

Cainglet’による 新作品はボックス

シリーズです。各々の箱またはキャビ

ネットは、人の性格、信念とライフス

タイルを表現します。 

 

期間：５月２日（水）まで 

場所：Art Center SM MegaMall 4th  

Level, Bldg. A, Edsa cor.  

Julia Vargas Ave.,  

Mandaluyong City 

 

☆ Nights of Wines and Fine Dining 

７コースのフレンチ・ディナーにワイ

ンがついたお食事がＰ２４００でお召

し上がりいただけます。 

 

日時：５月２５日（金） 

午後６時３０分～９時３０分 

場所：The Tivoli Grill, Mandarin  

Oriental, Makati Ave., Makati  

City 

連絡先：750-8888 loc.2433 

 

 

【 明日です 】 

 

● 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。 

 

申込日時：５月１日（火）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 

 

● Little Backpackers 

バックパッカー・クラスに入って、博

物館や公園と楽しい見学旅行・活動を

経験できます。 

 

室内活動： 

painting, playdough, coloring,  

puzzles, library, building blocks,  

music, puppets 

 

期間：５月１日（火）～４日（金） 

午前８時３０分～９時４５分 

場所：Little Sandbox Daycare and  

Learning Center, Barangay  

Laging Handa, Diliman, Quezon  

City 

費用：P5500 

連絡先：Selina Eleazar 371-1703 

mailto:little_sandbox@yahoo.com 

 

● Little Campers 

子供達がいろいろなレクリエーション

活動に参加して、楽しめます。リサイ

クル、陶芸、アート、クラフトから新

しい友人と友好関係を築きます。 

 

期間：５月１日（火）～８日（火） 

午前８時３０分～１１時 

場所：Little Sandbox Daycare and  

Learning Center, Barangay  

Laging Handa, Diliman, Quezon  

City 

費用：P4000 

連絡先：Selina Eleazar 371-1703 

mailto:little_sandbox@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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● 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。 

 

日時：５月１日（火）２日（水） 

場所：Museum Foundation of the  

Philippines, People Finance  

Road, Manila 

連絡先：404-2685 

mailto:inquiry@museumfoundationph.

org 

 

● Papier 

紙を使った作品の展示会です。立体的

な紙による不思議な造形をごらんいた

だけます。 

 

アーティスト： 

Juvenal Sanso, Mario Parial,  

Federico Aguilar Alcuaz,  

Lydia Velasco, Carlo Magno,  

Katrina Baluyot 

 

期間：５月１日（火）～３日（木） 

場所：Galerie Francesca, Festival  

Supermall 3rd Level,  

Corporate Ave. cor. Civic  

Drive, Filinvest Corporate  

City, Alabang, Muntinlupa  

City 

連絡先：809-8495 

 

● Figuring into Abstraction 

フィリピン抽象画家の第一人者、

Florencio B. Concepcion の回顧作品

展示会です。UP School of Fine Arts

から奨学金で学んだローマのFine Art 

Academy時代の作品群です。 

 

期間：５月１日（火）～６日（日） 

場所：The Jorge B. Vargas Museum,  

University of the  

Philippines, College of Arts  

and Letters, Roxas Ave.,  

Diliman, Quezon City 

連絡先：928-1927  

mailto:vargasmuseum@gmail.com 

 

● ESSENCES INSENSEES  

毎年恒例のフランス大使館主催による

"FRENCH SPRING" の 一 環 で す 。

Christian Dior や Thierry Mugler の

香水専門の研究所で有名な Quest 

International が国際的なアーティス

トを招いて作り上げた香水とすばらし

い装飾を施したボトルの展示会です。 

 

期間：５月１日（火）～１０日（木） 

時間：（火～金）午前９時～午後６時 

（土・日）午前１０時～午後７時 

場所：Ground Floor Gallery, Ayala  

Museum, Makati Ave. cor. De La  

Rosa St., Greenbelt Park,  

Ayala Center, Makati City  

連絡先：757-7117～21 

 

● PAINTING SHAKESPEARE  

シェークスピアの作品を脚本家の意図

に忠実に、目的を変えることなく絵画

で表現するアーティスト'CARLOS 

ROCHA'の作品展示会です。 

 

期間：５月１日（火）～１１日（金） 

場所：ArtistSpace, 2nd floor, Glass  

Wing, Ayala Museum, Makati  

Ave. cor. De La Rosa St.,  

Greenbelt Park, Ayala Center,  

Makati City  

連絡先：757-7117～7121 

 

● BMW for Spiral's Birthday Bash 

期間中お食事のお客様にラッフル・ク

ーポンを差し上げます。素晴らしい賞

品が当たるチャンスです。 

 

賞品： 

BMW 116i, Sony flat screen TV sets,  

IBM's Lenovo Notebook computers,  

Apple i-Pod, Sony digital cameras 

 

期間：５月１日（火）～５月８日（火） 

場所：SOFITEL Philippine Plaza  

Manila, CCP Complex Roxas  

Blvd., Pasay City 

連絡先：551-5555 

 

● 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。 

 

日時：５月１日（火）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。 

 

日時：５月１日（火）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。 

 

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：５月１日（火）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 

 

● Lean to Swim 

大人から子供まで、初心者から上級者

まで、クラスに分けての水泳教室です。

個人レッスンも受け付けます。 

 

期間： 

５月１日（火）～４日（金） 

５月７日（月）～６月１日（金） 

連絡先：pia 0920-9030815 

 

● Little Chefs 

子供用のクッキングクラス開講です。

食品の栄養価や役割も学びながら本格

的シェフを目指します。 

 

期間：５月１日（火）～４日（金） 

午前１１時～正午 

場所：Little Sandbox Daycare and  

Learning Center, 22 Scout  

Tuazon St., Barangay Laging  

Handa, Diliman, Quezon City 

費用：P4000 

連絡先：Selina Eleazar 371-1703  

mailto:little_sandbox@yahoo.com 

 

● Little Readers 

子供用の読書プログラムです。読書を

通して語彙技術のスキルアップから、

物語に隠されている深層心理まで学び

ます。 

 

期間：５月１日（火）～４日（金） 

午前８時３０分～１０時４５分 

場所：Little Sandbox Daycare and  

Learning Center, 22 Scout  

Tuazon St., Barangay Laging  

Handa, Diliman, Quezon City 

費用：P3500 

連絡先：Selina Eleazar 371-1703  

mailto:little_sandbox@yahoo.com 

 

● Little Storytellers 

子供用の読み書きを修得、ステップア

ップするプログラムです。読み聞かせ

を自身で体験することで、心、体で場

面を表現する力を養います。 

 

期間：５月１日（火）～４日（金） 

午前９時４５分～１０時４５分 

場所：Little Sandbox Daycare and  

Learning Center, 22 Scout  

Tuazon St., Barangay Laging  

Handa, Diliman, Quezon City 

費用：P3700 

連絡先：Selina Eleazar 371-1703  

mailto:little_sandbox@yahoo.com 

 

● Theater Arts Production Workshop 

PETA Theater Center 主催による、劇

場芸術のワークショップです。演劇の

生産作業から技術的な管理面まで学び

ます。 

 

期間：５月１日（火）～４日（金） 

午後１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 

 

● When Art Meets Science Summer  

Workshop 

５歳～１２歳の子供が対象の、アート、

クラフト、化学のワークショップです。

講師は、フィリピン大学の教授、C.P. 

David と Charina Sunio です。芸術に

化学的な意味を見いだし、双方の興味

を与えます。 

 

期間：５月１日（火）～１１日（金） 

場所：Fully Booked, Power Plant Mall  

3rd Level, Rockwell Drive cor.  

Estrella St., Makati City 

連絡先：756-5001～5004 

mailto:sciart.workshop@gmail.com 

 

● CCP Summer Dance Workshop 

フィリピン文化センターの Dance 

School of Ballet Philippinesによる、

年に一度の本格的バレーダンスのワー

クショップです。 

 

期間：５月１日（火）～１２日（土） 

発表会：５月１１日（金）１２日（土） 

（CCP Main Theater） 

場所：CCP Dance School of Ballet  

Philippines, CCP Complex,  

Roxas Blvd., Pasay City 

連絡先：Ballet Phiippines  

832-3689 / 551-0221 

mailto:balletphilippines@pldtdsl.n

et 

http://www.ballet.com.ph 

 

● Creative Musical Theater 

PETA Theater Center 主催による、ミ

ュージカルに関するワークショップで

す。音楽、パフォーマンスから、舞台

制作に至るまで学びます。 

 

期間：５月１日（火）～１２日（土）

午後６時～午後１０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 】 

 

PHIL-JAPAN NEWS過去のお知らせは、 

http://winsmanila.com/oshirase/wi

ns.htm 

こちらをクリックしてください。 

 

 

 

 

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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【 明日は何の日？ 】 

 

■ 日本赤十字社創立記念日 

（１８７７） 

１８７７年（明治１０年）５月１日、

西南戦争の傷病者を救うことを目的に

元老院議官・佐野常民と大給恒が、有

栖川宮征討総督に日本赤十字社の前身

「博愛社」設立の請願書を出しました。

この日を記念して日本赤十字社が「日

本赤十字社創立記念日」を制定しまし

た。西南戦争では、両軍ともに多数の

死傷者を出しました。この時、佐野・

大給の２人は、救護団体による傷病者

救護の必要性を痛感し、ヨーロッパで

行われている赤十字と同様の救護団体

をつくろうと思い立ち、１８７７年、

政府に設立を願い出ますが認められず、

征討総督有栖川宮熾仁親王に直接願い

出ることで許可されました。現在の日

本赤十字社は、昭和２７年に制定され

た日本赤十字社法に基づいて設置され

た法人で、「社員」によって組織されて

います。ここでいう「社員」とは、会

社員ではなく、賛同者ということで誰

でもなれます。 

 

■ 世界初のメーデー、ストと 

デモが決行される（１８９０） 

１８９０年（明治１９年）５月１日、

労働者の日としてのメーデーを合衆国

カナダ職能労働組合連盟（後のアメリ

カ労働総同盟）が、シカゴを中心に「８

時間の労働、８時間の休息、８時間の

教育」をスローガンに、８時間労働制

を要求するストライキとデモを行ない

ました。これがきっかけになりメーデ

ーが始まりました。日本でのメーデー

初集会は、１９０５年（明治３８年）

に平民社で開催された「メーデー茶話

会」ですが、労働組合主催で公然と行

われたのは、１９２０年（大正９年）

上野公園でのメーデーです。昭和１１

年以降は内務省の通達で禁止されまし

たが、戦後、昭和２１年に復活してい

ます。復活第１回のメーデーは当時の

時代を反映して「国民の食糧危機を打

破する」がスローガンの柱でした。こ

れに加えて「大邸宅の解放」「引揚者に

仕事と住宅を」など切実な生活要求が

目立ちました。 

 

■ Ｆ１のアイルトン・セナが 

激突死する（１９９４） 

１９９４年（平成６年）５月１日、ブ

ラジルのＦ１ドライバー、アイルト

ン・セナ・ダ・シルバ（Ayrton Senna da 

Silva、１９６０年３月２１日生）が、

イタリアのイモラで行われたＦ１シリ

ーズ第３戦、サンマリノ・グランプリ

決勝でトップを走行中、左曲りのタン

ブレロ・コーナーを曲り切れずフェン

スに激突し死亡しました。Ｆ１で３度

の総合優勝を遂げ「音速の貴公子」と

呼ばれた人気ドライバーでした。蘇生

処置を施されつつヘリコプターでイタ

リア・ボローニャ市内のマジョーレ病

院に搬送されますが、事故後、コース

脇に横たわる保温ブランケットに包ま

れたセナを救急チームが担架に乗せる

と、セナが横たわっていた跡には空撮

映像からでもハッキリと確認出来るほ

どの大きな血だまりが残っていた（気

道切開による出血が多い）ほどの状態

で脳死状態に陥り、事故発生から約４

時間後に死亡しました。 

 

詳細は、 

http://winsmanila.com/oshirase/wh

atday.htm 

こちらをクリックしてください。 

 

 

【 ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮＳ 

からのお知らせ 】 

 

☆ ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ 

    マニラのホームページ   

 

 ホームページ・アドレス：         

http://winsmanila.com/ 

 

皆さま、ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ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。 

 

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ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

“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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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

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

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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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、PHIL-JAPAN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 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。 

 

★ 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 】 

■ 他人行儀（たにんぎょうぎ） 

（四字熟語） 

 

親しい間柄なのに赤の他人に対するよ

うに、改まった余所余所しい振る舞い

をする様子です。 

 

用例： 

喧嘩のあと他人行儀な態度をとってし

まった。 

 

参考：「行儀」は、ふるまいの意味です。 

 

 

■ 他人の不幸は蜜の味 

（たにんのふこうはみつのあじ） 

（慣用句） 

自分に直接影響しない他人の不幸は、

見聞きするだににんまりするものであ

るということです。 

 

類語：人の不幸は蜜の味 

 

参考： 

英語の「A Taste for Honey」から生ま

れたという説があります。 

 

 

【 知ってなるほど 】 

■ 処女とはもともと 

「家に処（い）る女」の意！？ 

１９１１年にイギリスのホワイト・ス

ター社で建造された豪華客船タイタニ

ック号は、処女航海中に氷山と激突し

沈没しました。 

 

処女航海の「処女」とは家に処る女の

意味ですが、「結婚せずに…」の意が含

まれています。英語はメイドン

（maiden）で、処女航海はメイドン・

ヴォイッジといいます。またヴァージ

ンとも同じで、処女にもヴァージンの

意味があるのは東西とも同じです。 

――――――――――――――――― 

編 集 部 よ り 
――――――――――――――――― 

冒頭にもお知らせ致しましたが、明日、

5 月 1 日より本社サーバーのメンテナ

ンスに伴い、ＮＥＷＳ配信を一時停止

させて頂く事になりました。会員の皆

様には大変ご迷惑をお掛けいたします。

6 月初旬を目処に、配信再開をする予

定でおりますが、諸事情により日時が

ずれることも予想されますので、配信

再開時には追って、ご連絡いたします。

今後も、会員の皆様にはフィリピンの

ニュースや情報をご提供出来るように

編集部一同、努力していきますので、

ご支援の程、宜しくお願い申し上げま

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/ 

 

★ その他の詳しい情報は 

PHIL-JAPANへ 

 

WINS INTERNATIONAL MANILA 

TEL 02-752-7246 

FAX 02-893-3650 

mailto: winsclub@winsmanila.com 


