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●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）

―――――――――――――――――

フィリピンニュース
―――――――――――――――――
＜夜版＞
◆ マイク・アロヨ氏
回復が減速 －医師
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ
イク・アロヨ氏の回復が「減速した」
と、医師団の１人が明らかにした。ア
ロヨ氏の主治医を務めているセルバン
テス医師は金曜日、記者団に対して、
医師団が「難解な感染症」を警戒して
いると発表した。
◆ イロイロの左派系政治運動家３名
待ち伏せ攻撃を受ける
バヤンムナ党比例代表のオカンポ議員
は金曜日、イロイロの３人の政治運動
家が木曜日の夕方に待ち伏せ攻撃を受
けた件について強い不快感を示した。
攻撃を受けた１人は重傷を負い、他の
２人は行方不明となっている。
◆ マラボンの火災
２００世帯が被災
金曜日の未明、マラボン市タンヨンで
蝋燭の不始末による火災が発生し、少
なくとも２００軒の家屋が全焼した。
◆ エストラーダ前大統領
ＧＯ政治広告に満足 －ＪＶ
金曜日、サンフアン町のエヘルシト町
長は、真正野党、ＧＯの最新の政治広
告がアロヨ大統領を批判している内容
であることについて、拘留中の父親、
エストラーダ前大統領が不満を持って
いることを否定する発言をした。
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８６３(↑)
$＝Ｐ４７．７０ （↑）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０２０(↓)
$＝Ｐ４７．９０ （→）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

◆ 前首席補佐官の母 死去
元ギリシャ大使で大統領府首席補佐官
を務めた経歴のリゴベルト・ティグラ
オ氏の母親、エリサ・ディキット・テ
ィグラオさんが金曜日の午前中に死去
した。享年９３歳。

◆ オーストラリア人男性
殺害される
月曜日、エルミタのモーテルで死亡し
ているのが発見されたオーストラリア
人男性の検死の結果、死因が病気では
無かったことが示されたという。

◆ ボホール
ドイツ人と比人妻殺害事件
金曜日、フィリピンの中央にあるボホ
ール島で、ドイツ人男性とフィリピン
人妻が強盗に殺害されるという事件が
発生したという。
警察当局が発表した。

◆ アロヨ大統領
聖路加病院から外出
金曜日の午前中、アロヨ大統領は、大
統領府宮殿のセント・ジュード教会で
行われるミサに閣僚達と共に出席する
為に、セント・ルークス・メディカル
センターを後にした。
アロヨ大統領は、
同病院で夫の治療が続けられているこ
とから、病院内に仮設執務室を用意し
ていた。ミサの後、アロヨ大統領は２
千世帯以上が被災した土曜日のマンダ
ルーヨン市における大規模な火災の被
災者を見舞ったという。

◆ アン氏
外出許可
金曜日、サンディガンバヤン公務員特
別裁判所の特別法廷は、エストラーダ
前大統領の略奪罪の裁判における重要
証人、チャーリー・アトン・アン氏が
警察の拘置所の外に出て、マニラ市の
病院で治療を受けることを許可した。
＜夕刊版＞
◆ マニラ首都圏配置の国軍部隊
選挙前に撤収へ
マニラ首都圏のスラム地区に公民活動
の為に派遣されている国軍部隊は、５
月１４日の選挙前までに撤収されると
いう。木曜日、国軍が明らかにした。
◆ ＢＦホームズ住民
水供給を求める
パラニャケ市の分譲住宅地、ＢＦホー
ムズの家主協会は、同住宅地の一部で
長い間、問題となっている水の供給不
足について、
政府の介入を求める為に、
車両行進を実施するという。

◆ アロヨ大統領
中国に半日訪問 －外務省
金曜日、外務省は、アロヨ大統領が中
国に公式訪問すると発表したが、大統
領の中国滞在期間は１２時間に限られ
ているという。アロヨ大統領は、夫が
今週始めに大規模な心臓バイパス手術
を受けた後、治療が続けられているこ
とから、中国訪問の日程を見直してい
た。外務省によると、アロヨ大統領は
４月２０日に出発することになってい
るが、当初予定されていた２５日迄、
中国に滞在することは無いという。
◆ アロヨ氏 人工呼吸装置のまま
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ
イク・アロヨ氏の医師団は、アロヨ氏

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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の容態について「未だ警戒が必要」と
いう見解を示し、
現時点においても
「不
測の事態が起こり得る」として人工呼
吸装置の装着を継続することを決定し
たという。
◆ アロヨ氏
腎臓機能が不十分
ホセ・ミゲル・マイク・アロヨ氏は、
心臓の大手術から数日が経過した現在
も、腎臓が正常に機能していないと、
セント・ルークス・メディカルセンタ
ーの医師団が金曜日に明らかにした。
＜午後版＞
◆ 選挙区レベル
６５％が清廉選挙を予想 －ＳＷＳ
ソーシャル・ウェザー・ステーション、
ＳＷＳは木曜日、３月１５日から１８
日にかけて行われた調査の結果として、
今年５月１４日の選挙について、国民
の６５％が各選挙区において清廉で秩
序ある投票が為されるであろうと考え
ていることが示されたと発表した。し
かし、今年２月２４日から２７日の調
査によると、国民の２人に１人にあた
る４８％は、上院議員選挙において、
ある程度の不正が行われると考えてい
ることが示されていた。
◆ 国民の５４％
生活低下を感じる －パルス・アジア
政府が経済の発展を繰り返し主張する
中、
国民の半数以上にあたる５４％は、
自分達の生活のレベルが２００４年か
ら２００７年の期間中に低下したと感
じているという。パルス・アジアが４
月３日から５日にかけて行った選挙前
の調査結果によって示された。この調
査結果に基づくと、フィリピン国民の
３人にほぼ２人にあたる６５％は、殆
どの国民の生活の質が、前回の全国選
挙と地方選挙が行われた２００４年以
来、悪化していると考えていることが
示された。
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◆ ジェネラル・サントス市
停電中に３人脱獄
ジェネラル・サントス市警察署内で生
じた２時間の停電によって、在監者３
人が脱獄してしまったことで、同警察
当局は問題に直面している。ラジオ放
送局、ｄｚＲＨが木曜日に報じたとこ
ろによると、ジェネラル・サントス市
警察管区第６分署の拘留房の鉄格子を
のこぎりで切断して脱獄した３人を追
跡中だという。
◆ アロヨ政権下 貧富の差が拡大
－ＩＢＯＮ基金
フィリピン国内における貧困層４９０
万世帯の収入合計は、国内で最も裕福
とされる３人の総資産合計額の半分に
すぎないという。シンク・タンク、Ｉ
ＢＯＮ基金が木曜日に明らかにした。
ＩＢＯＮ基金によると、
「国内で最も裕
福な一族の想像を上回る財産と極貧世
帯の経済状態の悪化」は、アロヨ政権
下において、
貧困者がより貧しくなり、
富裕層の人々がより裕福になっている
ことを明示していると発表した。
◆ 貧富の差
調査結果の詳細
ＩＢＯＮ基金によると、国家統計局、
ＮＳＯの実施した２００３年の家計収
支調査の結果、４９０万の貧困世帯の
合計収入は１７７０億ペソを記録した
という。これは、フィリピンで最も裕
福とみなされているハイメ・ゾベル一
族、ルシオ・タン一族、ヘンリー・シ
ィ一族の合計資産の半分にすぎないと
いう。フォルブス・マガジンのデータ
によると、この３人の実業家達の総資
産は、７５０億ドル、フィリピン通貨
に換算すると３,６００億ペソになる
という。ＩＢＯＮ基金は同時に、２０
０３年の調査において、全所得者の上
位２０％がフィリピン国内における全
世帯の収入の５３％を占めていること
が示されたことを付け加えた。また、
全所得者の下位２０％の総収入は僅か

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 全体の４.６３％だという。
◆ ヒメネス議員の妹
マニラ市長選出馬を断念
木曜日、マニラ市選出のヒメネス下院
議員の妹は、自身の時間を神に仕える
ことに費やすとして、マニラ市の市長
選挙への出馬を断念すると発表した。
◆ マイク・アロヨ氏
金曜日からリハビリ開始予定
木曜日、アロヨ大統領の夫、ホセ・ミ
ゲル・マイク・アロヨ氏の主治医の発
表によると、深刻な大手術から４８時
間が経過したことから、アロヨ氏の容
態が引き続き回復に向かっていけば、
７日間以内にベッドから起き出して再
び歩行することが出来る様になるとい
う。
◆ アン氏
健康診断の外出許可を申請
拘留中の実業家、チャーリー・アトン・
アン氏は月曜日に病院で検査を受ける
為に、一時的に外出が出来る様にサン
ディガンバヤン公務員特別裁判所に外
出許可を申請した。木曜日、地元のテ
レビ局が報じた。
（ 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。
【 最新情報 】
☆ 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。

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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日時：４月１４日（土）
午前９時３０分
原題：Jose Rizal
邦題：ホセ・リサール
製作：フィリピン １９９８年
監督：Marilou Diaz-Abaya
出演：Cesar Montano,
Jaime Fabregas, Joel Torre 他
解説：
フィリピンの独立１００周年を記念し
て作られ、アジア映画が人気のフィリ
ピン国内で空前のヒットを記録した歴
史大作。

☆ 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 による最新
作品の展示です。

● 9th Tour of the Fireflies
毎年恒例、第９回目を迎える自転車ツ
アーです。パシグ、タギグ、マカティ、
パサイ、マニラ、ケソン市の５０キロ
を自転車で毎時１０～１５キロのペー
スでゆっくり駆け抜けます。

期間：４月２７日（金）まで
場所：Alliance Total Gallery,
Alliance Francaise de
Manille, 209 Nicanor Garcia
St., Bel-Air II, Makati City
連絡先：895-7585

日時：４月１４日（土）１５日（日）
場所：Tiendesitas, Ortigas Ave. cor.
E. Rodriguez Ave.(C5), Pasig City
連絡先：922-0368

日時：４月２１日（土）
午前９時３０分
題名：ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ Ｚ
龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる
製作：日本 １９９５年
監督：橋本光夫
声の出演：野沢雅子, 堀川亮,
草尾毅 他
解説：
伝説の勇者とその体に封印された怪物
を巡って、悟空たちの活躍を描くアク
ション・アニメーションのシリーズ第
１６弾。

☆ 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。

日時：４月２８日（土）
午前９時３０分
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：
アメリカ史上最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

期間：５月１０日（木）まで
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

● MYMP - In Love
フィリピンのアコースティック・デュ
オ、MYMP がゲストに Top Suzara を迎
えてのツアー・コンサートです。
日時：
４月１４日（土）午後８時３０分
場所：SM Mall of Asia
チケット：P845 P528
連絡先：TicketWorld 891-5610

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/

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

日時：４月１４日（土）
午後２時～翌午前０時
場所：San Lazaro Leisure Park,
Carmona, Cavite
入場料：P100
連絡先：Ivy Reyes / Rowell Octavio
0905-3267894 / 868-9375
● Mossimo Bikini Summit 2007
Preview Party
独特なカラー使い、着心地感の良い個
性的な服で若者を中心に絶大な人気を
誇るブランド Mossimo のビキニショー
です。

【 週末です 】

日本料理 歌舞伎座
くつろぎの個室１６室、
大小御宴会も承ります

● Car Mo Na! Auto Show 2007
Supernatural Events Inc.主催による、
自動車ショーは、
Mustang GT500 Shelby、
T-Bird Convertible などの７５台以上
のカスタマイズされた美しい車を呼び
物にします。
他にライブバンドの演奏、
ラッフル、花火ショーも楽しめます。

日時：４月１４日（土）午後９時
場所：Club O Resto-Bar, Ground Floor
ELJCC, ABS-CBN Compound,
Mother Ignacia St., Quezon
City
入場料：P150
連絡先：413-0603 / 413-0614
● Blaze Of Glory
- Pacquiao VS Solis
４月１４日（現地時間）テキサス州サ

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）

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
ンアントニオでＷＢＣ・Ｓ・フェザー
級インター王座の防衛戦に臨むマニ
ー・パッキャオ、対戦相手はＷＢＣフ
ェザー級２位ホルヘ・ソリス（メキシ
コ）のタイトルマッチを衛生生中継し
ます。

2007/04/13
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。

日時：４月１５日（日）午前８時
場所：Gateway Cineplex10 Cinema 5,
Gateway Mall, Araneta Center,
Cubao, Quezon City
チケット：パトロン（自由席）P600
場所：Ali Mall Cinema 1, Araneta
Center, Cubao, Quezon City
チケット：
バルコニー（自由席）P500
オーケストラ（自由席）P400

期間：４月１４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
● Batanes Photo Safari 2007
フィリピンの著名な女性写真家、
Mandy
Navasero と行くフィリピン北部カガ
ヤン・バレー地方に属するフィリピン
最北のバタネスでの写真撮影教室です。

連絡先：TicketNet 911-5555
● World Light Expo 2007
Philippines
Harbin Ice & Light Festival がマニ
ラにやって来ます。照明アーティスト
の作品展覧会他、Water Screen Laser
Show Circus 、 Doll Exhibition,
Terracota Army Exhibition ともりだ
くさんのイベントです。
期間：４月１４日（土）～２２日（日）
午後４時～夜中１２時
場所：Mia Road Between Macapaga Ave.
& Roxas Blvd., Maila
チケット：
大人（自由席）P300
子供（自由席）P200
連絡先：TicketNet 911-5555
● Artists For Y' Shua
最新ジュエリー作品の展示会です。

日時：４月１４日（土）１５日（日）
連絡先：899-1767
mailto:mandynavasero@yahoo.com
● 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。
コース：
Children's Art（５歳～１０歳）
Basic Drawing & Painting Workshop
（１１歳以上）
申込受付：
４月１４日（土）～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

期間：４月１４日（土）～１９日（木）
場所：The Jewellery 2nd Level,
Ortigas Ave., San Juan

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

- 4 ● 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。
期間：４月１４日（土）～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１４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
● 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：４月１４日（土）午後６時
題名：Last Afternoons with Teresa
原題：Ultimas tardes con Teresa

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
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製作：１９８３年
監督：Gonzalo Herralde
出演：Monica Randall,
Maribel Martin,
Alberto Closas 他
解説：
貧しい過酷な人生を送るオートバイ泥
棒の青年と、上流社会の女子大生とい
う身分のかけはなれた二人の物語。
場所：Salon de Actos, Instituto
Cervantes, 855 T.M. Kalaw St.,
Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85
● 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１４日（土）午後８時
４月１５日（日）午後３時３０分
４月２０日（金）午後８時
４月２１日（土）午後８時
４月２２日（日）午後３時３０分
４月２７日（金）午後８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。
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【 明日は何の日？ 】
■ 米大統領リンカーンが狙撃され、
翌日死亡する（１８６５）
１８６５年４月１４日（元治２年３月
２０日）
、米大統領リンカーンが、フォ
ード劇場で妻メアリー・トッド、従者
チャールズ・フォーブスとヘンリー・
ラスボーン少佐、少佐のフィアンセの
クララを伴って観劇中、北軍のメリー
ランド州出身の俳優ジョン・ウィルク
ス・ブースに至近距離から拳銃で後頭
部左耳後を撃たれました。ラスボーン
少佐がとびかかるもナイフで腕を切ら
れ振り払われ、バルコニーから階下に
ジャンプし脚を折ります。共謀者は、
リンカーンとともにワシントンに帰還
したグラント将軍の他多数の政府高官
を同時に殺害することを計画していま
したが、グラント将軍夫妻は当日夕方
に観劇を中止しており、リンカーンの
暗殺だけが現実に実行されました。ブ
ースは、足を引きずりどうにか用意し
た馬に乗って逃走します。致命傷を負
った大統領は翌日午前７時２１分に死
亡が宣告されました。
■ 豪華客船タイタニック号が
氷山に激突、沈没する（１９１２）
１９１２年（明治４５年）４月１４日
午後１１時４０分、２２０１人の乗っ
た処女航海のイギリスの豪華客船タイ
タニック号（RMS Titanic）がカナダの
ニューファンドランド島沖で大氷山に
激突して、
１５日午前２時２０分沈没、
１５１３人が死亡、
生存者は６９５人、
当時世界最悪の海難事故となりました。
４月１０日、イギリスのサウサンプト
ン港から出航し、フランスのシェルブ
ールとアイルランドのクイーンズタウ
ンに寄港し、アメリカのニューヨーク
港に向かっていました。同日午前より
たびたび当該海域における流氷群の危
険が船舶間の無線通信として警告され
ていました。少なくともタイタニック

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

- 5 号はこの日に６通の警告通信を受理し
ています。しかし、この季節の北大西
洋の航海においてはよくあることだと
見なされてしまい、タイタニック号の
通信士たちは旅客達の電報発信業務に
忙殺されていたのです。
■ 第１回モナコ・グランプリが
開催される（１９２９）
１９２９年（昭和４年）４月１４日、
第１回モナコ・グランプリが開催され
ました。１８９０年設立の「モナコス
ポーツ自転車協会」は、数年後に「ス
ポ－ツ自動車、自転車協会」と名前を
変え、さらに「モナコオ－トモビルク
ラブ」となります。このオートモビル
スポーツの先駆けは、１９２５年頃ア
メリカのサンタモニカの町に例を求め、
モナコの街の中をスピード競争をする
計画がたてられました。ルイ２世皇太
子とルイ・シロンの全面的な協力のも
とに、非常に少ない工事を必要とした
だけで、モナコ自動車グランドチャン
ピオンのコ－スが出来上がります。こ
の時の規制は、国際自動車連盟によっ
て決められ、この日午後１時３０分に
スタートが切られました。試合はルイ
２世名誉代表の主催で行われ、ピエー
ル皇太子がコースの幕を開け、１６台
の競争車に、３１８ｋｍ、１００周の
発車を告げたのです。
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/

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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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。

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。

最新情報４月１２日
マニラ・カラオケ・ナイト 環境天然
資源省編をアップしました！！
どうぞご覧下さい！

【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/

最新情報４月１２日
曼荼羅ナイト 田中さん・岩崎さんを
アップしました！！
どうぞご覧下さい！
最新情報４月１１日
ケロリン根来疾走無辺方
堤防工事編をアップしました！！
どうぞご覧下さい！
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

☆ 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
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

- 6 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？
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お願いします。

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

【 ことわざを学ぼう 】
■ 黄昏れる（たそがれる）
（慣用句）
①夕暮れになる、暮れ方になることで
す。
用例：
雑俳・柳多留－八「通町ごふく店から
たそかれる」
②比喩的に人生などの最盛期を過ぎる、
没落することをいいます
③（俗語）人がうらぶれたような様子
になる、元気のない様子になる、物思
いに耽（ふけ）ることをいいます。
類語：
（俗語）斜が掛かる

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

■ 蛇足（だそく）
（故事成語）
①あっても益がない余計なもの、なく
ても良い無駄なものの喩えです。
②自分の付け足しの言葉を遜（へりく
だ）って言う言葉です。
用例：蛇足ながら、
一言申し添えます。
故事：
「戦国策－斉策・上・閔王」
「一人蛇先
成、引酒且飲、乃左手持巵、右手画地
曰、吾能為之足」
蛇の絵を描く競争で、早く描き終わっ
た者が時間が余ったので、足を付けた
ら、それは蛇にあらずとして負けてし
まいました。
【 知ってなるほど 】
■ 「伊達（だて）の薄着」
も貧（ひん）から起こる！？
江戸時代に生まれた伊達という言葉は、
華美な装いを好んだ伊達政宗から出て
いて、今日でも「伊達の薄着」という
ように使われています。
戦前までの日本の貧乏時代には、庶民
は高価な薄着などを身につけることが
出来ず、木綿の着物を重ね着してどう
にか寒さをしのいだものです。そこで
薄くても暖かい着物を着て「伊達の薄

- 7 着」で見栄を張るのは庶民の憧れの的
でした。木綿の着物で薄着しか出来な
いのは貧乏のしるしでした。
―――――――――――――――――

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
カナダで世界最小の本を作るのに成功
したニュースがありました。その本の
大きさは０．０７ミリ×０．１ミリだ
そうです。これを本といえるのでしょ
うか？電子顕微鏡がないと読むことが
出来ず、くしゃみでもしようものなら
何処かに飛んでいってなくなってしま
うのでは。作成した人が大学の研究者
だということで自己満足の世界に浸っ
ているのではないでしょうか？この技
術を何かにいかせるのならば良いので
すが、いかせないとすればただの無駄
使いにすぎません。全３０ページわた
る本だそうですが、誰かに読んでもら
うことは殆ど、
ないように思いますが。
一度は、どの様に表示されているのか
は興味がありますね。
―――――――――――――――――
【 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
523-8131
Manila Doctor’s Hospital
524-3011

★ 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

