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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＞
◆ 紛争地域の子供３万人に予防接種
－ユニセフとＭＩＬＦ
１０年に及ぶ武装衝突によって予防接
種を受けられなかったフィリピン南部
における数万人の児童は、国連児童基
金、ユニセフとイスラム教徒のゲリラ
との画期的な協定に基づき予防接種を
受けることが出来る様になるという。
月曜日、関係者が明らかにした。この
「平和の日々」
というキャンペーンは、
イスラム教徒のゲリラが自治権を求め
て闘争を継続しているミンダナオ地域
で月曜日から開始された。ユニセフの
声明発表によると、同キャンペーンに
よって、予防が可能とみなされる疾病
から保護する為に、約３万人の予防接
種を目指すという。
◆ アロヨ大統領 職務継続
月曜日、
アロヨ大統領は、
入院中の夫、
ホセ・ミゲル・マイク・アロヨ氏を看
病する為に、休暇を提案したビリヤー
ル上院議長の呼びかけを却下した。一
見して上機嫌と思われるアロヨ大統領
は記者団に対して、ケソン市のセン
ト・ルークス・メディカルセンターで
行われた夫の心臓手術の後、アロヨ氏
の容態が１週間で回復し、良好な状態
に向かっていると語った。
◆ アロヨ大統領
夫とパキアオ選手について語る
月曜日、アロヨ大統領は、大統領府に
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８８７(↓)
$＝Ｐ４７．６５ （↑）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０００(↑)
$＝Ｐ４７．７５ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

向かう前の１５分間、夫と会話をした
ことを明らかにした。アロヨ大統領に
よると、アロヨ氏は土曜日に人工呼吸
器を外されて初めて話が出来たという。
アロヨ大統領は、日曜日に行われたフ
ィリピン人ボクサー、マニー・パキア
オ選手がメキシコ人ボクサーのホル
ヘ・ソリス選手に圧勝したことを夫に
報告した。医師団は先に、血圧の上昇
を懸念して、マイク・アロヨ氏がパキ
アオ選手の試合を観戦することを禁じ
ていた。アロヨ大統領は、パキアオ選
手に電話をかけて勝利を祝したという。

られている。

◆ アン氏の検査
延期される
エストラーダ前大統領のかつての盟友、
実業家のチャーリー・アトン・アン氏
は月曜日、マニラ市サンタ・クルズに
あるメトロポリタン・メディカルセン
ターで予定していた検査を延期した。
これは先週、サンディガンバヤン公務
員特別裁判所による外出許可の発行が
間に合わなかったことによるものだと
いう。

◆ オーストラリアの空港
液体所持禁止措置を開始
オーストラリアの空港当局は、より厳
重な警備対策の実施を開始した。しか
し、当局によると、新たな検査規則に
よって乗客が警戒を促されることは無
いという。地元テレビ局のオーストラ
リア支局が報じた。

◆ ケソン市
強盗５人射殺
月曜日の未明、フィリピン国家警察、
ＰＮＰとの銃撃戦を展開した強盗容疑
者５人が射殺された。
◆ ソルソゴン州 急進派殺害事件
４９人目の被害者
月曜日の午前中、ソルソゴン州サンフ
アンの自宅前で、急進派の農民が撃た
れて死亡するという事件が発生した。
今回の殺害事件は、５月１４日に行わ
れる選挙で、ＫＭＰのメンバーが投票
出来ない様に脅す行為ではないかとみ

＜夕刊版＞
◆ ナンバー・プレートの無い
車両の走行禁止政策を強化
－ＰＮＰ
フィリピン国家警察、ＰＮＰは、来る
５月１４日の選挙における非合法な活
動に利用される可能性があるとして、
「ナンバー・プレートの無い車両の走
行を禁止する」という方針を厳格に施
行すると共に、公用車の不正使用を取
り締まる対策を強化すると発表した。

◆ フィリピン海兵隊
南部でゲリラ８人射殺
日曜日、フィリピン海兵隊は、子供１
人と兵士２名を殺害した一連のムスリ
ム・ゲリラによる攻撃に対抗する形で
攻撃を行った。
この報復攻撃によって、
少なくともゲリラ８人が射殺され、ゲ
リラの拠点２カ所が制圧されたという。
◆ マンダルーヨン市の大火災
被災者の住居再建へ
マンダルーヨン市は４月７日に発生し
た火災の被災者に対して、全焼したウ
ェルフェアビル地区の居住地において
家屋再建を開始する許可を与えたとい

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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とマニー・パキアオ選手と炸裂する拳
への声援をおくった。

う。
◆ 拉致被害者 無事帰宅
金曜日の午後にカロオカン市で武装犯
によって拉致された中国系フィリピン
人男性の実業家は土曜日の夜に、無事
に帰宅したという。
◆ 出迎えのワゴン車
空港ゲートに衝突
土曜日の午前中、親戚の姿を見つけて
興奮したフィリピン人女性が運転して
いたワゴン車、三菱デリカをマニラ国
内線空港の出発ゲートに衝突させ、３
人が負傷するという事故が発生した。
＜午後版＞
◆ マイク・アロヨ氏の回復
順調
１週間前に心臓の大手術を受けたアロ
ヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マイク・
アロヨ氏の容態は、劇的な回復を続け
ていると発表された。月曜日には、継
続して行われている人工透析を止めて、
再び歩行が可能となる様、身体的な物
理療法、いわゆるセラピーを開始する
予定だという。日曜日、医師団が明ら
かにした。
◆ ＭＮＬＦ分派との交戦で
敵を制圧
日曜日、国軍はスルー州における２日
目の交戦で、モロ民族解放戦線、ＭＮ
ＬＦを離脱したハビエール・マリック
率いるグループの拠点を制圧したとい
う。
◆ パキアオ選手
フィリピン国民を一体化
ルソン島の北部からミンダナオの南部
に至るまで、暑い道ばたの食堂やエア
コン付きの劇場で、人々は声をからし
て声援した。数週間に渡って敵対する
選挙運動によって分断した国民は、例
え、その日、１日に限っても、フィリ
ピン国民は一体となってパックマンこ

◆ 各地の道路
閑散状態に
パキアオ選手を名誉市民とするマニラ
首都圏では、首都圏の９カ所に生中継
上映場所を用意した。この無料の試合
観戦で６万人の観衆がパックマン熱に
盛り上がった。パキアオ選手は、無敗
のメキシコ人ボクサー、ホルヘ・ソリ
ス選手を第８ラウンドにノックアウト
で勝利を収めた。フィリピン国内の各
都市で、多くの国民が自宅でパキアオ
選手の試合をテレビ観戦したことから、
道路を走行する車両の台数は僅かだっ
たという。
◆ マニラ市
火曜日の祝勝歓迎会の準備
マニラ市は、テキサス州サン・アント
ニオのアラモドームで、メキシコ人ボ
クサーのホルヘ・ソリス選手をノック
アウトでリングに沈めたマニー・パキ
アオ選手の勝利を祝って歓迎会の準備
を開始したという。
◆ ボクシング争論で死者
一方、マニラ市キアポ地区では日曜日
の午後、マニー・パキアオ選手とホル
ヘ・ソリス選手とのボクシングの試合
を観戦後に口論が始まり、その内の２
人が殺害される事件が発生した。
◆ パキアオ選手ファンのアロヨ氏
観戦厳禁
アロヨ大統領の夫、マイク・アロヨ氏
は病に倒れる以前、アメリカで行われ
るマニー・パキアオ選手の殆どの試合
をリング・サイドで声援をおくる程の
パキアオ選手の大ファンだった。しか
し、同氏は日曜日に意識を完全に回復
したが、医師団によってテレビ観戦が
禁止されていたという。

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 ◆ パキアオ選手フィーバー
バイク店が強盗被害に
日曜日、警察官を含む首都圏の殆どの
住民は、パキアオ選手とメキシコ人ボ
クサー、ホルヘ・ソリス選手との対戦
に釘付けになっていた。この状況につ
け込まれたオートバイ販売店の経営者
が強盗に襲われるという被害に遭った
という。
◆ ケソン市当局
アース・デー祝賀行事を開催
ケソン市当局は今週、アースデーを祝
う様々な行事を開催する予定となって
いるという。１週間の催事の始まりと
して月曜日には、固形廃棄物の管理や
環境保護政策でケソン市当局に協力し
ている団体に対してベルモンテ市長が
感謝状を授与することになっている。
（ 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 】
☆“5 Senses”Fashion show
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
ンの誇る有名デザイナーたちによる、
ファッションショーです。５つの宇宙
をイメージした作品がテーマです。
日時：４月２１日（日）
場所：Sofitel Harbor Garden Tent,
Philippine Plaza Hotel
Manila, CCP Complex, Roxas
Blvd., Pasay City
連絡先：551-5555

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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☆ Trio Wanderer
毎年恒例のフランス大使館主催による
"FRENCH SPRING"の一環です。世界に名
高い名トリオ‘Trio Wanderer’による
コンサートです。一人一人の奏でる音
の美しさ、すべてがまさに完璧なトリ
オです。息をもつかせぬ美しい演奏で
聴かせてくれます。入場は無料です。
日時：５月１０日（木）午後８時
場所：Philamlife Theater, Philamlife
Bldg., U.N. Ave., Manila
連絡先：
526-9250 / 524-3425 / 526-9272
☆ YPC's Takas/Cleopatra
Binan Youth Performance Council
(YPC) による舞台です。Bienvenido
Noriega, Jr. 脚 本 に よ る ‘ Takas ’
‘Cleopatra’です。
期間：４月２５日（水）～２８日（日）
午後６時３０分
場所：Silvino’s Residence, Almeda
Subdivision, Dela Paz, Binan,
Laguna
連絡先：Mercy Castillo
0919-2160440 / 0916-6758311
mailto:nsdp_ypc@yahoo.com
☆ Chinese Painting Workshop
水とインクの中国の伝統的な妙技
‘Chinese Painting’教室が開講され
ます。
講師に世界で活躍する Pieh Tsai,
Shiu-Yuin (Ms Arsenia Lim) を迎えま
す。
期間：
４月１７日（火）～６月２３日（日）
場所：Yuchengco Museum, Ground Level
RCBC Towers., Sen. Gil J Puyat
cor. Ayala Ave., Makati City
連絡先：Elma Abrina 889-1234
mailto:elmabrina@gmail.com
☆ Awareness of Light Workshop
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フィリピンでも有名な松本ショウコさ
んによる、Lighting Design Workshop
です。照明に関する仕事に携わってい
る方だけに限らず、経験のない方にも
門戸を開放します。
期間：５月２１日（月）～２７日（日）
午前１０時～午後９時
場所：Sinag Arts Studio, 664 San
Ignacio St., Brgy. Plainview,
Mandaluyong City
連絡先：531-3491
mailto:admin@sinag-arts.org

【 明日です 】
● 2007 Maningning Miclat Poetry
Competition
The Maningning Miclat Art Foundation,
Inc.（MMAFI）主催による、ポエムコン
テストです。若き詩人を育てる目的の
ため２８歳以下の募集となります。カ
テゴリーは、フィリピン語、英語、中
国語です。
日時：４月１７日（火）午後５時
場所：Maningning Miclat Art
Foundation, Inc, 2nd Level
Mile Long Bldg., Amorsolo St.,
Legaspi Vill., Makati City
連絡先：894-4011
mailto:maningningfoundation@gmail.
com
● 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１７日（火）～２２日（日）
午後４時～夜中１２時

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

- 3 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。
期間：４月１７日（火）～１９日（木）
場所：The Jewellery 2nd Level,
Ortigas Ave., San Juan
連絡先：Anesy 721-0572
● 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。
期間：４月１７日（火）～２７日（金）
場所：Alliance Total Gallery,
Alliance Francaise de
Manille, 209 Nicanor Garcia
St., Bel-Air II, Makati City
連絡先：895-7585
● 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１７日（火）～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
● 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

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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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１７日（火）～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
● 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１７日（火）～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１７日（火）～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

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

2007/04/16
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

【 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。

ホームページ
URL:http://www.gyronet.com/friends
hip/

【 明日は何の日？ 】
■ 三世一身の法が施行される
（７２３）
養老７年４月１７日（７２３年５月２
５日）
、
墾田を奨励するため三世一身の
法（さんぜいっしんのほう）を定めま
した。養老年間初期に入ると律令制度
の根幹である公地公民制は危機的状況
でした。平城京の造営や寺院の建立等
大型事業が相次いで行われ、それに多
くの農民が徭役として駆り出されまし
た。重労働により農民の逃亡が頻繁に
起こり、さらに凶作も重なり働き手を
失った農村の困窮は凄惨を極めました。
政府は公地を増やす目的で長屋王が百
万町の開墾を推進しますが、農民の徭
役に依存するもので実現性に乏しく、
そこで農民の意欲を出させるために、
開墾田の私有を制限付きで認めること
にしたのです。これまでの律令には、
土地の開墾者に対する権利保護が無く、
そこで土地の開墾者の権利を保護する
ことで農民の逃亡を防ぎ、なおかつ税
収入の増大も狙って「三世一身の法」

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

- 4 が制定されたのです。
■ 恐竜の日（１９２３）
１９２３年（大正１２年）４月１７日
は「恐竜の日」です。この日、アメリ
カの動物学者ロイ・チャップマン・ア
ンドリュース博士の一行が、中国の北
京を発ってゴビ砂漠探検の旅に出発し
たことに因みます。５年間におよぶ探
検で恐竜のタマゴの化石を２５個発見
しました。それまでに恐竜の骨格は世
界各地で発見されていたのですが、タ
マゴの化石の発見はこれが初めての事
です。
「インディー・ジョーンズ」のモ
デルとされる探検家ロイ・チャップマ
ン・アンドリュースの目的は「ミッシ
ングリンク」
（ヒトとサルとの中間に位
置すると考えられる未発見の生物）を
見つけることでしたが、探検は壮絶を
極め、その目的は果たすことは出来な
かったものの、恐竜の卵を発見するな
ど古生物学に大きな成果をもたらし、
かつてゴビ砂漠は植物が生い茂った肥
えた平野であり、大きな湖もあったこ
とを突きとめました。
■ 公共職業安定所が開設される
（１９４７）
１９４７年
（昭和２２年）
４月１７日、
この年に設けられた職業安定法に基づ
き公共職業安定所が発足しました。ち
なみに職安の始まりは１９０６年（明
治３９年）
、
東京の救世軍本部に設けら
れた職業紹介所です。公共職業安定所
は、職業紹介・職業指導・失業保険等、
「職業安定法」の目的を達するための
事業を無料で行う施設です。公共職業
安定所の歴史は、１９１９年の ILO 第
１回総会で採択された「失業に関する
条約」は、中央官庁の管理の下で無料
の公共職業紹介所制度が設けられるべ
きであると規定し、営利を目的とした
有料職業紹介所の禁止を求めていまし
た。この原則は、①有料職業紹介所は
３年以内に廃止されるべき、②廃止さ
れるまでの期間中は権限ある機関の監

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

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
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督の下で、承認された率の手数料およ
び費用のみ徴収できる、と定めた、１
９３３年の「有料職業紹介所に関する
条約」に受け継がれました。

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！

【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

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ホームページに動画ニュース
を追加しました。

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/

【 ＷＩＮＳからのお知らせ 】

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！

☆ 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１５日
ＷＩＮＳ長寿番組「フィル・ジャパン・
ウィークエンド」の＃２３７が、アッ
プ！！（タガログ語放送）
どうぞご覧下さい！
最新情報４月１５日
サイツ・アンド・サウンズ
アビロン・ズー編をアップしました。
どうぞご覧下さい！
最新情報４月１２日
マニラ・カラオケ・ナイトをアップし
ました。
ゲスト:自然地区野生動物保護局スタ
ッフの皆さん。どうぞご覧下さい！
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！

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。

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。

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

☆ 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。

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

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
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）

2007/04/16
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？
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

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

- 6 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 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

“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 Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
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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。

もなく顔面だけ上の人の意に従う態度
をとるということです。

Ｃｈ.桜のホームページ：
http://www.ch-sakura.jp/

―――――――――――――――――

【 ことわざを学ぼう 】
■ 叩けば埃が出る
（たたけばほこりがでる）
（慣用句）
どんな人でもどんな物事でも、表面上
は正しく見えていても、細かく詮索す
れば欠点や弱点が見付かるものだとい
うことの喩えです。
類語：垢（あか）は擦るほど出る
参考：
「叩けばけば埃が立つ」
ともいいます。
■ 只より高いものはない
（ただよりたかいものはない）
（ことわざ）
①只で物を呉れるときは往々にして条
件が付いてくるものであり、その条件
が難しいものだったりして却って高く
付くものだということです。
類語：馳走終わらば油断すな
②只で物を貰ったのが元で、禍（わざ
わい）を被ることです。
類語：買うは貰うにまさる

【 知ってなるほど 】
■ 明快に過ちを改めることを
「君子は豹変（ひょうへん）す」
という！？
「君子は豹変す」とはもともと中国の
諺ですが、
「易経」
にあるこの言葉は
「君
子は豹変し、小人は面（おもて）を革
（あらた）む」が全文です。
徳のある人が過ちを改めるときは、豹
の表皮の斑模様がはっきりしているよ
うに、ただちに善にうつる、君子が善
にうつるときは極めてはっきりしてい
るということです。しかし小人は心に

編 集 部 よ り

- 7 831-9731
ケソン地区
Quezon City Medical Center 913-7397
De Los Santos Medical Center723-0041
St. Luke’s Medical Center 723-0301

―――――――――――――――――
昨日、ゴルフコンペに誘われ、ＴＡＴ
ゴルフ場にいきました。朝 7 時スター
ト、そこはＩＮ、ＯＵＴのスタートホ
ールが並んでいる為、スタート待ちを
している人々が沢山いました。見渡す
限り、日本人だらけ、あまりの多さに
唖然としてしまいました。フィリピン
で数回、ゴルフに行きましたがこれだ
けの日本人にお目にかかるのは初めて
でした。日本では、ゴルフ代が高いと
かコースに行くまでに時間がかかる等、
いろいろありますが、フィリピンでは
ゴルフ代が安い、且つ会社で会員権を
持っているからただ同然、首都圏から
1 時間以内でゴルフ場に着く、且つ運
転手がいる為、寝ていける等、至れり
尽くせり状態です。海外赴任は大変か
もしれませんが、会社が思っているほ
どでは無く、
皆さん楽しんでますよね。
楽しみすぎて羽目を外し過ぎないよう
に気をつけてください。
（ｈ．ｋ）
―――――――――――――――――
【 緊急サービス情報 】

★ 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

★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署

★ その他の詳しい情報は WINS WEB へ

★ 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
マカティ地区
Makati Medical Center
815-9911,892-5544
パサイ地区
Hospital De San Juan Dios

★ 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/

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

