ＰＨＩＬ ＪＡＰＡＮ

PHIL
NEWS

ＮＥＷＳ ＪＰ

2007/04/10
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圧が上がって再び大動脈が危険に晒さ
れかねない」と説明した。

―――――――――――――――――

フィリピンニュース

◆ 反アロヨ派
停戦宣言
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル氏に
対する頑固な批判家達も、大動脈修復
という１０時間に及ぶ手術が成功した
後の早期回復を祈り、当面の間、アロ
ヨ氏に対する攻撃を回避するつもりだ
という。真正野党、ＧＯの公認上院議
員立候補者は、アロヨ氏が一日も早く
病から回復することを願っているとい
う。
ラジオ放送局、
ｄｚＭＭが報じた。

―――――――――――――――――
＜夜版＞
◆ アロヨ大統領の夫 意識回復
大統領の夫、ホセ・ミゲル・アロヨ氏
の意識が戻ったが、心臓手術から４８
時間以内は「重大な」状態であり続け
ることには変わらない」という。手術
を執刀した主治医は、ケソン市のセン
ト・ルークス・メディカルセンターに
１０日間の入院を推奨したという。
尚、
アロヨ大統領は、病院内で執務してい
るという。

◆ 将校の弁護人 軍法会議を退席
アロヨ大統領に対するクーデター未遂
事件に関与したとして拘留中の国軍将
校の弁護人は、火曜日、リサール州タ
ナイにおける手順に抗議して、軍法会
議から退席したという。
ラジオ放送局、
ｄｚＭＭが報じた。

◆ アロヨ大統領一族
謝意を表明
火曜日、大統領府は、アロヨ大統領と
一族が大統領の夫、ホセ・ミゲル・ア
ロヨ氏の心臓手術が施されている間、
国民が祈り、また、支援していること
に感謝の意を表していることを発表し
た。ブンイェ報道長官は「アロヨ大統
領と一族は、祈りと同情、また、支援
を捧げてくれた国民に対して感謝の気
持ちを表明している」と発表した。
◆ 主治医 「ストレスを
減らすことが長生きの秘訣」
ホセ・ミゲル･アロヨ氏が長寿を全うす
る為に医師の忠告に耳を傾ける用意が
あるならば、心臓の大手術から回復し
た時点から、あらゆるストレスを避け
る以外に選択肢は無いであろうという。
セント・ルークス・メディカルセンタ
ーの主治医、セルバンテス医師は火曜
日、テレビ放送を通じて、アロヨ氏が
「常にストレスを削減しなければ、血

◆ ダバオ市
共産ゲリラが一家４人を殺害
月曜日の深夜、ダバオ市でビレッジの
警備員とその家族が居住する家屋に共
産主義ゲリラが押し入り、警備員と家
族、あわせて４人を殺害するという事
件が発生した。この事件は、ラジオ放
送局、ｄｚＢＢによって報じられた。
◆ 架空ホテルの就労斡旋 注意喚起
月曜日、労働雇用省、ＤＯＬＥは、受
付嬢や会計係、ウェイター、ウェイト
レスといった架空のホテル業務の為に
フィリピン人就労者を集めるという詐
欺として、イギリスで営業しているよ
うに見せかけた架空のホテル名を公開
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３９３８(↑)
$＝Ｐ４７．８０ （↑）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０２０(↑)
$＝Ｐ４７．８５ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

した。労働雇用省のブリオン長官は、
ロンドンにあるフィリピン海外雇用局
の報告として、この架空ホテルの名を
「クリスタル・スプリング・ホテルＵ
Ｋ」と名指しした。
＜夕刊版＞
◆ ギリシャ
比人船員が訓練中に
死亡
外務省が月曜日に明らかにしたところ
によると、先週の金曜日にギリシャの
島の沖合で観光船の避難訓練が行われ
た際、救命ボートの安全ベルトが外れ
て海に投げ出されたフィリピン人船員
が死亡したという。
◆ ＥＵ 選挙監視員を派遣
欧州連合、ＥＵは、今年５月１４日に
行われる選挙の際、フィリピンに選挙
監視員を派遣するという。
◆ マニラ首都圏
火災相次ぐ
火曜日の未明にナボタス町の漁港で発
生した火災によって、民家４００棟以
上が全焼し、少なくとも子供２人の死
亡が確認された。カステロ上級消防士
の発表によると、死亡したのは、ロナ
リン・ドゥバンちゃん４歳と弟のセド
リック君２歳だという。一方、マニラ
市でもトンド地区で１４分間に渡る民
家の火災で住民１人が２度の火傷を負
ったという。
◆ アロヨ大統領
夫への輸血を申し出る
医師団の説明によると
「非常に危険な」
心臓の手術を受けたホセ・ミゲル・ア
ロヨ氏に対して、アロヨ大統領が夫へ

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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の輸血に献血を申し出ていたという。
関係者が明らかにした。
◆ 中間選挙の立候補者 ２５人死亡
今年５月１４日に行われる予定となっ
ている中間選挙の立候補を登録した者
の中で、これまでに合計２５人の立候
補者が殺害されたという。警察当局の
データが示した。
◆ マリキナ橋
４月１５日に開通
マリキナ市当局は、最近完成したマリ
キナ橋を４月１５日に開通するという。
この新しい橋によってマニラ首都圏東
部の交通渋滞の緩和が期待されている。
フェルナンド市長は、特別貴賓として
参列するアロヨ大統領と共に同橋梁を
開通するという。
◆ マニラ首都圏内の交通量
聖週間も変わらず
過去の聖週間は、エドサ通りを中心に
閑散としていたが、今年は、聖木曜日
から復活祭の日曜日迄の期間において、
マニラ首都圏の交通量が珍しく多かっ
たという。
「実際、通りには車両が通行
していた。通行は円滑だったが通常の
１週間と大差なかった」マニラ首都圏
開発管理庁、ＭＭＤＡの交通管理セン
ターのデ・ディオス所長は、この様に
発表した。
◆ マンダルーヨン市
火災被災者への支援を求める
マンダルーヨン市の民家を襲った大規
模な火災から２日が経過し、
同市では、
過去最大規模の火災で焼けだされた１
万３千人近くの住民に対する食糧供給
の問題に直面している。月曜日のイン
タビューで、ゴンザレス市長は、選挙
管理委員会、
ＣＯＭＥＬＥＣに対して、
先週の火災の被災者への財政支援が出
来る様に、選挙期間中に政府の資金を
拠出することを禁じる規定から対象外
とする様にという要請を申し立てたと
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発表した。先週の土曜日、バランガイ・
アディション・ヒルズの６ヘクタール
の地域社会、ブロック３９とブロック
４０を襲った火災により、
約３,２００
世帯、１２,７００人が被災した。報道
によると、午前２時４５分に発生し、
６時間に渡って燃え続いた火災の原因
は、蝋燭の不始末だという。この火事
による負傷者はいないという。
＜午後版＞
◆ 大統領の夫 心臓手術を受ける
大統領の夫、ホセ・ミゲル・アロヨ氏
は激しい腹痛を呈したことにより、バ
ギオ市内からケソン市のセント・ルー
クス・メディカルセンターに急送され、
月曜日の夜に心臓手術を受けたという。
アロヨ氏は月曜日の正午、同病院に入
院していた。
◆ スルー州 ＪＩとアブ幹部逃走
メンバー３人のみ逮捕
月曜日、米軍の訓練を受けた部隊がス
ルー州ホロ島の人里離れた村にあるテ
ロリストの基地を急襲した。その際、
東南アジアで重要指名手配犯とされる
テロリスト２人とアブサヤフの首領は
巧みに逃走したという。夜間視界用ゴ
ーグルを着用した隊員は、３つの小屋
を捜索し、アブサヤフのテロリスト３
人を逮捕し、Ｍ１６型ライフル銃２丁
を押収したという。
◆ 聖週間
ボラカイが人気
聖週間の国内旅行で最も人気があった
観光地は、ボラカイ島だったという。
次に、セブ島とボホール島が続いた。
短期間の休暇を海外で楽しみたい人々
にとっては、最短時間、最短距離の旅
行先として香港が一番人気だった。
◆ バランガイ議長射殺事件
土曜日の夜、マニラ市サンパロックに
あるガソリン・スタンド付近で、バラ
ンガイ議長が３人の身元不明の男達に

国内旅行・海外旅行

フィリピン求人情報

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

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

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

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

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

- 2 よって射殺された。日曜日、警察当局
が発表した。
◆ バランガイ議長射殺事件
国軍高官の息子が関与？
土曜日、マニラ市サンパロックでバラ
ンガイ議長が何者かによる待ち伏せ攻
撃を受けて殺害された事件について、
警察当局は、殺害された国軍諜報サー
ビス班、ＭＩＳＧのアバディリヤ班長
の息子が関与した可能性を捜査してい
るという。
◆ 火曜日午前８時
アヤラ通りで１分間のエンジン停止
地球月間の行事を開始するにあたりマ
カティ市では火曜日の午前８時にアヤ
ラ通りを利用する車両の運転者全員に
対して、車のエンジンを１分間、停止
することを義務づけたという。ビナイ
市長によると、１分間のエンジン停止
によって、同市が１週間に渡って実施
する地球月間が始まるという。また、
ミス・アースのキャサリン・ウンタラ
ンさんと２００７年度のミス・アー
ス・フィリピン候補者達が火曜日の午
前７時半にアヤラ通りをパレードした。
◆ エドサ通り ワゴン車炎上
月曜日の未明、
エドサ通りの真ん中で、
ワゴン車が火を噴き出したことで、ケ
ソン市を通行中の車両利用者が驚かさ
れた。
◆ リサール州タイタイ
麻薬捜査で死者２人
月曜日の午後、リサール州タイタイで
行われた警察当局の捜査により、麻薬
密売人２人が射殺され、６人が逮捕さ
れた。地元のテレビ局が報じた。
◆ ＭＲＴ広告
黒ペンキの嫌がらせ
首都圏高架鉄道、ＭＲＴ３号線のエド
サ通りのサントランからブエンディア
迄の区間にあるコンクリートの柱に掲

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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載された３２枚の広告が聖週間の間に、
何者かによって黒いペンキで汚された
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。
【 最新情報 】
☆ Mommies and Kids Fair
Cut Unlimited 主催による、母と子供
のためのフェアです。１１歳以下のお
子さまをお持ちの母親が対象となり、
教育問題のセミナー、子育てにおける
ワークショップ、等のスペシャルイベ
ントです。
日時：５月１８日（金）１９日（土）
２０日（日）
場所：SM MegaMall, Megatrade Hall
Bldg. B, Julia Vargas Ave.,
Mandaluyong City
連絡先：687-0654 / 687-0604
☆ Trumpets Workshops This Summer!
ア ジ ア の ポ ッ プ ス タ ー Christian
Bautista、ティーンエイジャーのアイ
ド ル Sam Concepcion 、 "Philippine
Idol" の 第 一 回 フ ァ イ ナ リ ス ト
Reymond Sajor を目指す、子供から大
人まで対象のワークショップです。ミ
ュージカルに必要な歌、ダンス、モデ
リング、演技指導です。
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連絡先：636-2842 / 635-4478

【 明日です 】

☆ 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。

● 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。

日時：４月１１日（水）１２日（木）
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
☆ Taekwondo
特に就学前の年齢の子供達対象のテコ
ンドーのプログラムです。
信頼、
礼儀、
尊敬、規律、正直、忍耐であるような
重要な人間形成を武道を通じて提供し
ます。
期間：４月１１日（水）～５月１７日
（木）午前１０時３０分～１１時３０
分
場所：Little Sandbox Daycare and
Learning Center, 22 Scout Tuazon St.,
Barangay Laging Handa, Diliman,
Quezon City
連絡先：Selina Eleazar 371-1703
mailto:little_sandbox@yahoo.com
☆ 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：４月１１日（水）～６月２日（日）
場 所 ： Trumpets, Shangri-la Plaza
Mall 5th Level, EDSA cor. Shaw Blvd.,
Mandaluyong City

期間：４月１６日（月）
～５月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

日本料理 歌舞伎座

パソコンの１１９番

美味しい料理と旨い酒

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/

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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申込期間：４月１１日（水）～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
● 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：４月１１日（水）～５月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：４月１１日（水）～５月８日（火）
午前８時３０分～１１時
場所：Little Sandbox Daycare and
Learning Center, Barangay Laging

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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Handa, Diliman, Quezon City
費用：P4000
連絡先：Selina Eleazar 371-1703
mailto:little_sandbox@yahoo.com
● Artists For Y' Shua
最新ジュエリー作品の展示会です。
期間：４月１１日（水）～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 の最新作品展示会
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１１日（水）～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１１日（水）～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
● 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。
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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
● Francesco Riccardo Monti in the
Philippines
Philippine-Italian Association、イ
タリア大使館共催による、写真作品展
示会です。Monti と１９３０年～１９
５８年フィリピン在住であった彫刻家
Cremona の作品が蘇ります。
期間：４月１１日（水）～６月１日（金）
場所：Metropolitan Museum Of Manila,
Bangko Sentral Ng Pilipinas Complex,
A. Mabini St., Roxas Blvd., Manila
連絡先：523-7855 / 536-1566
● 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：４月１１日（水）～５月８日（火）
場 所 ： SOFITEL Philippine Plaza
Manila, CCP Complex Roxas Blvd.,
Pasay City
連絡先：551-5555
● 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。

期間：４月１１日（水）～５月６日（日）

コース：
Children's Art（５歳～１０歳）
Basic Drawing & Painting Workshop

FUJITSU

さくらグループ

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

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

- 4 （１１歳以上）
申込受付：４月１１日（水）～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
● 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１１日（水）～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３
０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１１日（水）～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

Club Noah ISABELLE
世界一の治安を追求する
フィリピンで最も安全なリゾート
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

ＰＨＩＬ ＪＡＰＡＮ
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● 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１１日（水）～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１１日（水）～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
● 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：４月１１日（水）～５月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
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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。

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

期間：４月１１日（水）～５月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

● Just Dance 10
伝統ある Ballet Manila のダンサーと
同じステージたち、
踊るチャンスです。

● 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。

● 2007 Summer Dance Workshop
サマー・ダンス・ワークショップ開講
です。

期間：４月１１日（水）～５月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
● 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：４月１１日（水）～５月１２日
（土）
発表会：５月１１日（金）１２日（土）
（CCP Main Theater）

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
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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

期間：４月１１日（水）～５月２５日
（金）
場所：Ballet Manila Studio, 1915
Donada St., Pasay City
連絡先：400-0292 / 525-5967

内容：ストリートダンス、ジャズ、ブ
レイクダンス、チアーダンス、バレエ
期間：４月１１日（水）～６月２日（土）
場所：Vibe Studio, 4th Level Don
Diego Bldg., 14 Judge Jimenez St.,
Quezon City
連絡先：412-0581 / 0926-6913019 /
0922-8148511
● Fencing Classes for Kids and
Adults
初心者から経験者、
６歳～高齢者まで、
楽しく西洋の格式あるスポーツ、フェ
ンシングを学べます。
期間：４月１１日（水）～６月２日（土）
場所：ULTRA, Pasig City
受講料：P6000 P5000
連 絡 先 ： Bev Santos-Alarcon
0921-7745517
mailto:enrollme@proactivefencing.i
nfo

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

ＰＨＩＬ ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ ＪＰ

【 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。
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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！

【 明日は何の日？ 】

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。

【 ＷＩＮＳからのお知らせ 】

ご贈答用にＷＩＮＳ石鹸を是非、
ご利用下さい。

- 6 〒 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。

☆ 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。
最新情報４月１日
サイツ＆サウンド
８ｗａｖｅｓ（Ｒｅｓｏｒｔｓ）
Ｐａｒｔ２をアップしました。
どうぞご覧下さい！
最新情報４月１日
ケロリン根来疾走無辺方
シャボン玉売り編をアップしまし
た！！どうぞご覧下さい！
最新情報４月１日
ＷＩＮＳ長寿番組「フィル・ジャパン・
ウィークエンド」の＃２３６をアップ
しました。
（タガログ語放送）
どうぞご覧下さい！
臨時ニュース ３月２８日
３月２８日（水）午前９時頃、遠足へ
行くはずのバスの生徒と教師が人質に
された事件の動画です。
どうぞご覧下さい！

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

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
そうとする日本で最初の、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

映画「南京の真実」製作委員会

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： winsclub@winsmanila.com
303 One Corporate Plaza 845 Arnaiz Avenue,Makati City

“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

ＰＨＩＬ ＪＡＰＡＮ

ＮＥＷＳ ＪＰ

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。

2007/04/10

（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。

＜＜ 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】

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

日本文化チャンネル桜２４時間放送中！
スカイパーフェクＴＶ！チャンネル７６７

視聴料 ８８０円／月
新規加入者に朗報！チューナー・アンテナセット特別価格

３，９８０円
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
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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。

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

ＮＥＷＳ ＪＰ

Ｃｈ.桜のホームページ：
http://www.ch-sakura.jp/

【 ことわざを学ぼう 】
■ 他山の石（たざんのいし）
（故事成語）
自分の石を研くのに役に立つ他の山の
石という意味から転じて、自分の人格
を磨く助けとなる他人の言行、自分に
とって戒めとなる他人の誤まった言行
をいいます。
類語：人の振り見て我が振り直せ 人
こそ人の鏡
出典：
「詩経－小雅・鶴鳴」
「他山之石、
可以攻玉」＜たざんのいし、もってた
まをみがくべし＞
参考：
「自分より劣っている人の言行で
も自分の知徳を磨く助けとすることが
できる」とするとして、自分より優れ
た人の言行には使えない言葉とされま
する。しかし一方、儒家には、
「石」は
「賢者」の喩えであるという解釈もあ
ります。
■ 多事多難（たじたなん）
（四字熟語）
色々な出来事がたくさんあって、困難
なことが多いことを言います。
用例：地震や飛行機事故など、大きな
出来事が次々に起こって多事多難な一
年だった。
参考：
「多事」は世の中を騒がせる出来
事が多いことです。
「多難」は困ったこ
とが多いことです。
【 知ってなるほど 】
■ 「合点（がてん）
」とは和歌の
批評でよいものに点を付した
ことから！？
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和歌から出た言葉に「けりをつける」
があります。鳧（けり）をつけると書
くのは当て字で、和歌や俳句は「～に
けり」と終わるものが多いので、物事
の終わりの意味になります。
承知、承諾、良しとする意味の「合点」
も、和歌、連歌、俳諧を批評する際に、
良しとする「点◝（てん）
」を付したと
ころからできた言葉です。
―――――――――――――――――

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
皆様、ホーリーウィークはどうでした
か？ゆっくり休暇を楽しんだ人、仕事
をしていた人とさまざまだと思います。
本日より無料配信しておりますフィリ
ピンニュースの名称が変わりました。
新しい名称はＰＨＩＬ ＪＡＰＡＮ Ｎ
ＥＷＳ ＪＰと変更致しましたので、
ご
了承願います。4 月より弊社のサーバ
ー変更に伴い、ゴタゴタしており、ニ
ュースが送られない方がおられるかも
しれませんが、早急に対処いたします
ので、もう暫くお待ち願います。ご迷
惑をお掛けして申し訳ありません。
（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

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７６７
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

- 8 523-8131
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
★ 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

「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

