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フィリピン・ニュース
＜夜版＞
◆ 副大統領らへの満足度
安定 ‐ＳＷＳ
ノリ・デ・カストロ副大統領他３人の
上級高官に対する国民の満足度は、安
定しているという。これは、火曜日に
発表されたソーシャル・ウェザー・ス
テーション、ＳＷＳの２００７年第２
四半期の調査結果によるものだという。
◆ 副大統領の純満足度 プラス３０
６月２７日から３０日の最新の調査に
よると、上・下院両議会に対する国民
の満足度にも改善がみられたという。
２００７年６月に行われた調査では、
デ・カストロ副大統領の業績に満足と
回答した人が５７％、不満と回答した
人が２７％で、純満足度はプラス３０
だった。ビリヤール上院議長への満足
度は６６％、これに対して不満度は１
６％。純満足度は正確に切り上げてプ
ラス５１となった。また、デ・ベネシ
ア下院議長は、満足度３７％に対して
不満度３８％、純満足度はマイナス１
で中立となった。プノ法相は、満足度
３５％に対して不満度が３２％、純満
足度はプラス３となった。

● PHIL-JAPAN NEWS は無料
フィリピン情報メールサービスです。
● 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。
配信申込・掲載希望等ご連絡は
E-mail でご連絡下さい。

◆ 高台地域 給水制限の影響が出る
－マイニラッド社
マニラ首都圏の西部地域にある海抜の
高い地域に住む住民は当初から給水制
限の影響を受けることになりそうだと
いう。マイニラッド・ウォーター・サ
ービス社が月曜日に明らかにした。同
社によると、首都圏の水源となるダム
の水位が減少し続けた場合、同社によ
る給水量が近日中に４％引き下げられ
ることになるという。
◆ 気象庁 台風の上陸を祈願
火曜日、ベテランの気象予報士による
と、停電の原因となり、農業への被害
が懸念される干ばつが長引くことを緩
和する為には、フィリピンに、より多
くの台風が上陸することを願うと発言
した。
◆ ケソン市地裁
速記者が人質にされる
ケソン市第一審地方裁判所における審
理の最中、速記者を人質にとった容疑
者が逮捕された。火曜日、ケソン市地
方裁判所の法廷で被告となっていた男
が速記者を捕まえて刃物を突き付けて
拘束した。犯人の氏名は公表されてい
ない。ラジオ放送局の報道によると、
この人質事件は、武装強盗事件の容疑
で告訴されていた容疑者が警備員の１
人に取り押さえられたことで無事終結
したという。

国内旅行・海外旅行

パソコンの１１９番

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

ウイルスにやられたかな？
最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/

mailto:ftrc@pldtdsl.net
mailto:fstmn@pldtdsl.net

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

本日のレート

午後 4 時現在

銀行レート ￥＝Ｐ０．３７１０（↑）
＄＝Ｐ４５．１０ （↑）
市中両替所 ￥＝Ｐ０．３８００（↑）
＄＝Ｐ４５．３０ （↑）
※矢印はペソの動き（前日比）

☆【最新情報】
☆【明日です】
☆【明日は何の日】
☆【PHIL-JAPAN
からのお知らせ】
☆【今さら人に聞けない疑問】
☆【脳年齢が若返る漢字学習】
☆【明日の誕生花】
☆【ことわざを学ぼう】
☆【知ってなるほど】
◆ カビテ市 ビレッジ首長刺殺事件
火曜日、カビテ市のビレッジ首長は、
自身が刑務所に投獄した前科者によっ
て刺されて死亡した。
◆ ブルサン火山
火山灰噴出
火曜日、ブルサン火山は、ソルソゴン
上空に高さ５キロメートル近くの火山
灰の柱を噴き上げた。フィリピン火山
地震学研究所、フィボルクスの発表に
よると、最新のブルサン火山の活動が
午前９時３７分に記録されたという。
◆ 東サマール州
相次ぐ地震
東サマール州とレイテ島では先週１週
間の内に、少なくとも３回の地震が発
生している。同地域では金曜日の午前
中に先週３回目となる中規模の地震が
記録された。ラジオ放送局、ｄｚＢＢ
の報道によると、フィリピン火山地震
学研究所、フィボルクスは、午前７時

和食処

和

豊富なメニュー ボリューム満点
温かな心のお料理をご賞味下さい。
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）
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２６分にマグニチュード３.７の地震
を記録したという。
◆ イサベラ交戦
共産主義ゲリラ３人死亡
月曜日の早朝、フィリピン北部のイサ
ベラで、巡回中の国軍部隊と共産主義
ゲリラが銃撃戦を展開し、ゲリラ３人
が死亡したという。国軍の地域司令官
が発表した。
◆ ジプニー団体
初乗り暫定値下げの廃止要求
１ヶ月前の約束通り初乗り運賃を７.
５ペソに戻す様にと運輸業団体による
嘆願について、陸運特権規制委員会、
ＬＴＦＲＢは決断すべきである。月曜
日、運輸業団体の指導者が発言した。
２００６年末、石油価格の安定に伴い
ＬＴＦＲＢによって強要された５０セ
ンタボの値下げが実施されており、マ
ニラ首都圏とリージョン３と４の現行
初乗り料金は７ペソとなっている。
◆ ８月２８日
皆既月食
フィリピン気象庁、パガサが月曜日に
明らかにしたところによると、フィリ
ピン国民は、今年２度目の皆既月食を
８月に観測することが出来るという。

2007/07/31

-2-

サービス社は、マニラ首都圏における
一部の地域に対する水供給を制限する
と発表した。これ以降、同社の利用者
は、水不足を感じるかも知れないとい
う。
地元のテレビ局が月曜日に報じた。

た激戦の際、１０名の海兵隊員を斬首
した容疑に問われているモロ・イスラ
ム解放戦線、ＭＩＬＦのメンバー１３
０人に対して、警察高官が火曜日に逮
捕令状を執行するという。

◆ 給水制限
農民の被害増大
当局関係者によると、アンガット・ダ
ムからの給水制限によって、ルソン島
中部の農民は、マニラ首都圏の住民よ
りも大きな被害を被ることになるとい
う。

◆ バシラン州激戦地区
１千世帯が避難
国軍は、７月１０日に海兵隊員１４名
が殺害されたことで犯人追跡を開始し
た。これにより、バシラン州アル・バ
ルカ町の６つの村から約１千世帯、
５,
３２１人が避難したという。

◆ バランガイ選挙延期？
下院議会は、今年１０月に予定されて
いるバランガイと青年議会、通称ＳＫ
の高官を選出する選挙の延期を考慮し
ている模様だという。
◆ 無許可の銃所持者に恩赦
－ＰＮＰ
昨年１２月１１日に発せられたアロヨ
大統領の恩赦処分によって、地方やマ
ニラ首都圏以外に居住する無免許の銃
を保有している者は、最寄りの警察本
部に、又、首都圏居住者は、クラメ基
地に、無免許の銃を引き渡した後、同
銃火器の免許を申請することが出来る
という。

◆ 豚コレラ
人間には感染しない －保健省
月曜日、保健省が発表したところによ
ると、豚コレラ・ウィルスは、人間に
は感染しないという。
◆ ケソン市 脳脊髄膜炎で５歳女児
が死亡
先週の土曜日、ケソン市で５歳の女の
子が脳脊髄膜炎で死亡した。これを受
けて伝染病の専門家は月曜日、犠牲者
と直接的な接触をしていない限り、狼
狽することは無いと、近隣の住民に対
して呼びかけた。
（ 提供: Early Bird News Service ）

＜午後版＞
◆ 人権委員会設立に同意
―ＡＳＥＡＮ
月曜日、東南アジア諸国連合、ＡＳＥ
ＡＮの加盟国は、軍事政権下にあるミ
ャンマーが計画に対する異論を唱える
ことを断念した事から相違点を克服し
た。これにより人権委員会の設立に一
歩前進したことになる。
◆ マイニラッド社
首都圏の水供給制限
月曜日、マイニラッド・ウォーター・

◆ クウェート
ＯＦＷの子２６人が帰国
クウェート政府による国外退去命令か
ら逃れた後、クウェート在住の海外フ
ィリピン人就労者、いわゆるＯＦＷの
子２６人は月曜日の午後、マニラへ到
着したという。地元のテレビ局が報じ
た。
◆ 海兵隊惨殺事件
ＭＩＬＦ１３０人に逮捕状
月曜日、バシラン州のフィリピン国家
警察州本部の発表によると、７月１０
日に同州内のアル・バルカ町で発生し

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

お 知 ら せ
【 最新情報 】
☆ In Shore
Stonemoney Surf Club 主催によるライ
ブバンドとファションショーのパーテ
ィーです。
日時：８月１日（水）

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 P2,000
お申し込みは、下記より
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場所：Nuvo, Greenbelt 2 1st Level,
Estrella St., Ayala Center,
Makati City
連絡先：Patty Dimaano 0916-4620736
mailto:patriciadimaano@yahoo.com
☆ Breaking the Silence
Keiye Miranda-Tuazon による最新作
品展示会です。テーマは "Breaking
the Silence"。水に浮かぶ人々や物体
をユニークに表現します。
期間：８月１日（水）～４日（土）
場所：Blanc, 2E 107 HV dela Costa St.,
Salcedo Vill., Makati City
連絡先：752-0032
mailto:info@blanc.ph
☆ 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：８月４日（土）午後６時
題名：A Tale of Ham and Passion
原題：Jamon jamon
邦題：ハモンハモン
製作：１９９２年
監督：Juan Jose Bigas Luna
出演：Penelope Cruz / Javier Bardem
/ Jordi Molla 他
解説：１９９２年ヴェネチア
国際映画祭：銀獅子賞受賞
あらすじ：シルビア（ペネロペ・クル
ス）は下着の縫製工場で働き、家は貧
しい。しかし恋人のホセルイス（ジョ
ルディ・モリャ）はシルビアが働く下
着会社の御曹司。シルビアは妊娠し、
二人は結婚しようと心に決めている
が...
日時：８月１１日（土）午後６時
題名：Volaverunt
原題：Volaverunt
邦題：裸のマハ
製作：１９９９年
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監督：Juan Jose Bigas Luna
出演：Aitana Sanchez-Gijon
/ Penelope Cruz / Jordi Molla 他
あらすじ：１８０２年、アルバ公爵夫
人の屋敷で彼女の姪の婚約を祝うパー
ティが開かれていた。そこには宰相ゴ
ドイとその妻、そしてゴドイの愛人ペ
ピータ、画家のゴヤなど公爵夫人を取
り巻く人々の姿があった。翌日、アル
バ公爵夫人は謎の死を遂げる...
日時：８月１８日（土）午後６時
題名：The Chambermaid on the Titanic
原題：La camarera del Titanic
製作：１９９７年
監督：Juan Jose Bigas Luna
出 演 ： Olivier Martinez / Romane
Bohringer / Aitana Sanchez-Gijon 他
解説：１９９９年ゴヤ賞：脚本・コス
チューム賞
日時：８月２５日（土）午後６時
題名：Sound of the Sea
原題：Son de mar
邦題：マルティナは海
製作：２００１年
監督：Juan Jose Bigas Luna
出演：Jordi Molla / Leonor Watling /
Eduard Fernandez 他
解説：マヌエル・ビセントの小説「Son
de Mar」原作。スペイン語圏の優れた
小説に与えられる
「アルファグアラ賞」
を 99 年に受賞したこの小説は、
発売後
わずか１ヶ月で 10 万冊以上の売上を
記録するベスト・セラー。
あらすじ：抑えきれない愛の犠牲者で
ある男女の物語。死んでも引き裂くこ
とのできない運命を背負った恋人たち。
完璧な愛は、死を抜きにしては存在し
ない...
場所：Salon de Actos, Instituto
Cervantes, 855 T.M. Kalaw St.,
Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85

ＢＳＴ ダビング・サービス
PHIL-JAPAN 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 ＤＶＤ、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： clubnews@philjpn.com
303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City

-3このコーナーに掲載ご希望の方は
mailto: clubnews@philjpn.com
までご連絡下さい。無料です。

【 明日です 】
● White Water Rafting for a Cause
カガヤンデオロの自然と触れ合いなが
ら川くだりが楽しめます。
期間：８月１日（水）
～１０月３１日（水）
場所：Cartwheel, Unit F, 218 Malinao
St., Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City
連絡先：0922-4540021 / 0919-2043534
mailto:action@cartwheelfoundation.
org
● World Food Expo 2007
毎年恒例のフードエクスポが開催され
ます。
期間：８月１日（水）～４日（土）
場所：World Trade Center, WTCMM Bldg.,
Financial Center Area, Roxas
Blvd., cor. Gil Puyat Ave.,
Pasay City
連絡先：929-7963 / 929-7993
mailto:info@pepgroup.com
● Borsoto, Leano and
Raquepo at West
国内のアーティストによる合同作品展
示会です。
アーティスト：Lawrence Barsoto,
Erwin Leano, Jucar Raquepo
期間：８月１日（水）～２５日（土）
場所：West Gallery, 48 West Ave.,
Quezon City

“国敗れても
国は滅びず”
水島 総監督のＶＴＲを
販売しています。 １４００ペソ
お問い合わせ先

（ＴＥＬ）７５２－７２４６
（ＦＡＸ）８９３－３６５０

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ

連絡先：411-0336 / 411-9221
● Pioneers of Philippine Art:
Transnationalism in the Late
19th-20th Century
１９世紀～２０世紀の偉大なフィリピ
ンの巨匠たちの作品展示会です。
アーティスト：Juan Luna (1857-1899),
Fernando Amorsolo (1892-1972),
Fernando Zobel (1924-1984)
期間：８月１日（水）
～来年１月６日（日）
場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor.
De La Rosa St., Greenbelt Park,
Ayala Center, Makati City
連絡先：757-7117～21
● JAPANESE POTTERY: The Rising
Generation from Traditional
Japanese Kilns
現代日本の陶磁器展（海外巡回展）で
す。日本は伝統的に多くの陶芸作品を
生み出してきました。今回は、特色の
ある窯をもつ有田、唐津、萩、備前、
京都、久谷、瀬戸・美濃、益子で、窯
の伝統を引き継ぎつつ、優れた作品を
制作している若手作家の作品７１点を
紹介します。
期間：８月１日（水）～５日（日）
場所：Ground Floor Gallery, Ayala
Museum, Makati Ave., cor. De La
Rosa St., Greenbelt Park, Ayala
Center, Makati City
連絡先：Bambi Diaz 811-6155～58
mailto:bdiaz@jfmo.org.ph
● El Poeta del Color: Amorsolo
in the Vargas Collection
フィリピン初のナショナル・アーティ
スト Fernando Cueto Amorsolo (1892 1972) の作品展です。１９８７年に
The Jorge B. Vargas Museum が開館以
来収集されている５７点です。新進ア
ーティスト時代（1919）～ピークを迎
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えた（1959）までの作品群です。
期間：８月１日（水）～１０月７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 / 981-8500 loc.4024
0919-8151996
mailto:vargasmuseum@gmail.com
● Capul, Palingnga Kaw?
人類学者 Francisco A. Datar が北サ
マ-ル州カプル町の歴史をカメラにお
さめました。民俗学的な写真展です。
期間：８月１日（水）
～１０月２７日（土）
場所：The Jorge B. Vargas Museum,
University of the Philippines,
College of Arts and Letters,
Roxas Ave., Diliman, Quezon City
連絡先：Linda 928-1927
mailto:vargasmuseum@gmail.com
● Cut and Paste
Sunday Times Magazine, Excelsior,
Graphic, Fotonews 等、
有名大衆紙の広告の展示会です。
期間：８月１日（水）～９月２２日（土）
午前８時～午後５時
場所：Lopez Memorial Museum, G/F
Benpres Bldg., Exchange Road.,
Ortigas, Pasig City
連絡先：Fanny San Pedro 631-2417
mailto:pezseum@skyinet.net
● Dime A Dozen
１９世紀のフィリピンが誇るアーティ
スト、Juan Luna、Felix Resurreccion
Hildago、
そして現代アーティスト、
Tad
Ermitano、
Alwin Reamillo、
Gerardo Tan
による時空を超えた旅情を感じさせる
作品展示会です。
期間：８月１日（水）～９月２２日（土）
場所：Lopez Memorial Museum, G/F

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

-4Benpres Bldg., Exchange Road.,
Ortigas, Pasig City
時間：午前８時～午後５時
入場料：P100 P80 P60
連絡先：Fanny San Pedro 631-2417
● Damian Domingo: The First
Great Filipino Painter
フィリピンで最初の偉大な肖像画家と
いわれる「Damian Domingo」の代表作
の展示会です。アヤラミュージアムで
５年の歳月をかけて蒐集したものが市
民に初めて公開されます。
期間：８月１日（水）
～１２月３０日（日）
場所：Ayala Museum, Makati Ave. cor.
De La Rosa St., Greenbelt Park,
Makati City
連絡先：757-7117～21
● Bazaar @ Ayala
ファッション関連のあらゆる物が揃う
バザーです。
アラヤ通り沿いの出勤前に立ち寄れま
す。
期間：８月１日（水）～３日（金）
午前８時
場所：6797 Ayala Ave., Makati City
連絡先：Mildreth Kho 0927-6046876
● Shopping Spree Bazaar
オリジナル、ユニークなファッション
アイテムが揃うバザーです。
日時：８月１日（水）２日（木）
３日（金）
午前９時
８月１５日（水）１６日（木）

「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、ＢＳＴまで
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１７日（金）
午前９時
８月２９日（水）３０日（木）
３１日（金）
午前９時
場所：GT Tower 12th Level, HV Dela
Costa St. cor. Ayala Ave.,
Makati City
連絡先：Chubby / Sofia 480-5667 /
0926-6941700 / 0917-5200744
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.c
om
● Wanders
国際的に活躍するフィリピン人タレン
トと中国とロシアからのアクロバティ
ク妙技が融合されたミュージカル仕立
てのステージです。
期間：１２月２９日（土）まで
毎週水・金・土曜日
場所：PAGCOR Grand Theater, PIRC
Bldg., Ninoy Aquino Ave., Brgy.
Sto. Nino, Paranaque
チ ケ ッ ト ： P3090 P2575 P2060
P1545 P1236
連絡先：TicketWorld 891-9999

【 明日は何の日？ 】
■ ドイツがロシアに宣戦布告する
（１９１４）

１９１４年（大正３年）８月１日、ド
イツがロシアに宣戦布告しました（第
一次世界大戦）
。
独墺同盟に基づき相談
を受けたオーストリア＝ハンガリー帝
国に対し、ドイツ政府はセルビアへの

2007/07/31
強硬論を
説きまし
た。ロシ
アが総動
員令を発
すると、
露仏の二
正面作戦
を強いら
れるドイ
小モルトケ
ツは、ロ
シアの動
員が完了するまでに西部戦線において
決定的な勝利を収めるもくろみから、
シュリーフェン・プランに基づき８月
１日総動員を発令、ベルギーに対し無
害通行権の要求を開始するなど、３大
国を相手にした戦争の準備を開始しま
した。ロシアに対し宣戦布告、さらに
翌日には、フランスに対して宣戦布告
が行われました。シュリーフェン・プ
ラン（Schlieffen-Plan）は、１９世紀
後期のドイツ帝国の軍人アルフレー
ト・フォン・シュリーフェンによって
立案された、西部戦線におけるドイツ
軍の対フランス侵攻作戦計画です。
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詳細は、こちらから
http://www.nankinnoshinjitsu.com

◆ 下記については映画内クレジット
に お名前を表記させていただきます
ので、お手数をお掛けいたしますが、
お振り込み後に、表記の可否をご一報
ください。
【 １０口以上 】 映画内クレジット
にお名前を表記させていただきます。
【 １００口以上 】 特別協賛として、
映画内クレジットにお名前を表記させ
ていただきます。
◆ ご支援いただきました皆さまには、
1 口につき映画「南京の真実（仮題）
」
ＤＶＤ を 1 枚進呈させていただきま
す。

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
からのお知らせ

★ 映画「南京の真実（仮題）
」
製作支援のお願い

映画「南京の真実（仮題）
」
製作委員会
TEL 03-5464-1937
FAX 03-5464-1948

映画「南京の真実（仮題）
」製作委員会
では趣旨にご賛同頂ける皆様からの
製作資金のご協力を募っております。
全国草莽の皆さまの熱いご支援をお待
ちしております。

★ So-TV スタート！

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

インターネット放送
リニューアルのお知らせ
これまでご利用いただいてきたチャン

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/

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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ネル桜のインターネット放送が、この
たび、完全リニューアルいたしまし
た！その名もＳｏ－ＴＶ！
月額３,１５０円（税込）で、チャン
ネル桜のお好きな番組を、いつでも、
何度でも ご覧になることが出来ます。
ユーザ登録前でも全番組のサンプル画
像
（５分間）
をご視聴いただけるほか、
お支払い方法はクレジットカードに加
えて、コンビニエンスストアなどでも
購入可能なウェブマネーを近々、導入
予定です。また、Ｓｏ－ＴＶでは、チ
ャンネル桜以外にも近日スタート予定
の「安全保障チャンネル」など、様々
なジャンルからの他チャンネル参入を
想定しており、
いずれも ユーザ登録を
済ませた後、見たいチャンネルを月額
制でご購入いただく形となっておりま
す。チャンネル桜が掲げる「草莽崛起
（そうもうくっき）
」のように、志を持
った在野の人々“草Ｓｏ莽”たちが、
新しい価値を“創Ｓｏ造”していく場
として、常に英語の接続詞 “Ｓｏ（さ
て、それから）
”のように新しく展開し
ていくＳｏ－ＴＶ！
ぜひ、ご覧になってみてください！

html
「友の会」会員募集概要＆入会申込書
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom
onokai_application.pdf

く小さな花、人目を引く豪華で派手な
花など、いろいろな植物や花の名前を
紹介していきます。今日ご紹介するの
は…

「友の会」 会員規約
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom
onokai_kiyaku.pdf

石南花（しゃくなげ）
「石南花」以外にも「石楠花」と書き
表すことがあります。初夏に渓谷など
で、淡紅色や白色の花を咲かせるツツ
ジの仲間です。

★ Ｓｏ－ＴＶについての

どんなに酔っ払っていても、トイレに
行くとフッとわれに返るものです。腕
時計をみて「おや、もうこんな時間か」
と思う。洗面所で手を洗っていると前
には鏡が。そこには顔を真っ赤にした
ミットモナイ姿が映っている。
「よし、
もう帰ろう」と決心する。
。
。

お問い合わせはこちらまで！★
『Ｓｏ－ＴＶ事務局』
（ 月～土 １０：００～１８：３０ ）

Ｓｏ－ＴＶは、こちらから
http://www.so-tv.jp/
電話 ：03-6419-3900
ＦＡＸ：03-3407-2263
mailto:support@so-tv.jp
★「チャンネル桜 友の会」のご案内
視聴契約に代わる応援組織、
「チャンネ
ル桜 友の会」では、会員を募集してお
ります。
皆様の温かいご支援、ご協力を賜りた
く、ご入会を心よりお待ち申しあげま
す。
協賛会員：会費 １万円/月
一般会員：会費 ２千円/月
準会員 ：期間・金額不問

「友の会」 よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
http://www.ch-sakura.jp/sakura/tom
onokai_Q&A.pdf

【 明日の誕生花 】
ご不明な点ありましたら、お気軽に
お問い合わせください。
日本文化チャンネル桜 友の会 事務局
（ 月～土 １０：００～１８：３０ ）
ＴＥＬ：03-6419-3900
ＦＡＸ：03-3407-2263
E-mail：info@ch-sakura.jp

朝顔（あさがお）
Pharbitis nil

【 今さら人に聞けない疑問 】
■ なぜクラブでトイレに行くと
ホステスがオシボリをくれるのか？

ところが、トイレから出てくるとホス
テスが待ってましたとばかりにオシボ
リを差し出す。手だけではなく、顔や
首筋あたりを拭う。なんとなくさっぱ
りする。で、思う。
「よし、もうちょっ
と飲むか。
。
。
」つまりオシボリは、客か
らもっと勘定を絞り取ろうとする魔の
手なのです。トイレの外までついて来
るのも、客に里心を起こさせないため
の作戦です。

【 脳年齢が若返る漢字学習 】
■ 香り漂う漢字の数々⑨

会員募集！！
http://www.ch-sakura.jp/topix/306.

■ 明日、８月１日の誕生花

普段は何気なく見ている草木や野に咲

花言葉 愛情の絆
日が短くならないと咲かない「短日植
物」です。原産地は中国南部ともいわ
れており、奈良時代に薬用植物として
持ち込まれたようです。

科名
ヒルガオ科の１年草
原産地
熱帯アジア
栽培方法 実生で増やします。タネま
きは５月上中旬。日がよく当たり、排
水と保水性のよい、あまり肥沃でない
所を好みます。開花期は７～９月。大
輪の花を咲かせるためには「行灯づく
り」
「切り込みづくり」など高度な技術

ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ
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を必要としますが、普通に栽培するの
は容易で、長く花が楽しめる、夏花の
代表種です。
８月１日生まれのあなたは・・・
誠実で穏やかな性格です。いやみがな
く皆に好感をもたれます。若い頃から
結婚願望が強く、伴侶を大切にして家
庭生活を円満に保つ努力を惜しみませ
ん。

2007/07/31
彼は約束で翌年農学校を去ることにな
りますが、教職員や学生らと別れると
き、馬上から"Boys, be ambitious!"
と言いました。この言葉は「少年よ、
大志を抱け！」と訳されていますが、
「野心家たれ！」というニュアンスの
ほうが本意であると言われます。とも
あれ、アメリカから輸入した植物や野
菜が広く日本で栽培されるきっかけを
つくったすばらしい功績を残しました。

【 ことわざを学ぼう 】
■ 小さく産んで大きく育てる
（ちいさくうんでおおきくそだてる）
（ことわざ）
起業するときは初めから大きいところ
を狙わないで、小規模で始めて徐々に
大きく育てていくのが着実で賢いやり
方だという喩えです。
参考：赤ん坊は小さいうちに安産で産
み、のちに大きく育てるのが子育ての
極意であるということからです。
時に、
早産であった両親を励まして言います。

■ 小さくとも針は呑まれぬ
（ちいさくともはりはのまれぬ）
（ことわざ）
侮
（あ
人やものが小さいからといって、
など）れないことの喩えです。
類語：山椒は小粒でもぴりりと辛い
参考：いくら小さいといっても針を呑
むことはできないことからです。

【 知ってなるほど 】
■ クラークの名言は「少年よ、
野心家たれ！」が正しい！？
明治９年（１８７６）
、開拓使長黒田清
隆（くろだきよたか）の招きで官立の
札幌農学校
（現在の北海道大学農学部）
に来たアメリカの科学者 W.S.クラー
クは１８２６年７月３１日、マサチュ
ーセッツの貧しい医者の子として生ま
れています。

編 集 部 よ り
夏の高校野球、都道府県代表校が続々
と決定し、残るは３校となりました。
来月８日から熱戦が繰り広げられるで
しょう。
高校の頂点に立つのは、何処のでしょ
うか。高校生ドラフトＮｏ．１候補の
呼び声が高い、中田選手のいる大阪桐
蔭は地方大会決勝戦で敗れ、春の選抜
優勝高、静岡の常葉菊川は、地方大会
で代表校が決定していない静岡で、ベ
スト４に残っております。方や準優勝
高、岐阜の大垣日大は代表校に名乗り
を上げております。春夏の連覇が難し
い高校野球ですので、楽しみですね。
決勝戦は８月２２日の予定ですので、
興味のある方は、優勝校を予想しては
如何ですか。
（Ｈ．Ｋ）

【 緊急サービス情報 】
★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署
★ 消防
マニラ地区
マカティ地区
パサイ地区
ケソン地区

166
168
899-9008

527-3653
818-5150,816-2553
844-2120
923-0605

★ 病院
マニラ地区
Philippine General Hospital
521-8450
Manila Medical Center

-7523-8131
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

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 P2,000
お申し込みは、下記より

clubnews@philjpn.com

