ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ

PHIL
NEWS

2007/04/17

●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…
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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。
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●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＞
◆ パキアオ選手 帰国
メキシコ人ボクサーのホルヘ・ソリス
選手をノック・アウトして勝利を収め
た２日後の火曜日、フィリピン人のボ
クシング世界チャンピオン、マニー・
パキアオ選手が帰国した。同選手は国
民の英雄として歓迎されたという。ラ
ジオ放送局、ｄｚＢＢが報じたところ
によると、パキアオ選手が乗ったフィ
リピン航空、ＰＲ１１３便は午前４時
４５分にニノイ･アキノ国際空港第２
ターミナルに着陸し、有志達が同選手
を出迎えた。パキアオ選手は、ＮＡＩ
Ａ２に集まった人々に対して、リスク
の高い大手術を終えたばかりのアロヨ
大統領の夫、ホセ・ミゲル・マイク・
アロヨ氏を見舞う計画を発表した。
◆ ジェネラル･サントス市
１,２００台のパレード
水曜日、ジェネラル・サントス市に帰
省するマニー・パキアオ選手は、政治
的ライバルと車両１,２００台のパレ
ードの歓迎を受けることになる。しか
しながら、故郷の豪勢な歓迎準備の最
中にも、支持者の準備した車両か、市
当局の用意した車両のいずれかに乗れ
ば良いのか、パキアオ選手はジレンマ
に陥りそうだという。

として当選しても、ボクシング選手と
下院議員の二足のわらじを両立出来る
と発表した。ボクシング界のスター選
手は火曜日の午前中、マニラ市役所に
おいて、仲間のボクサー、ＷＢＣユー
ス・スーパー・バンタム級チャンピオ
ン、ベルナベ・コンセプシオン選手と
共に記者会見に臨んだ。
◆ 射殺された強盗犯
拉致人質？
月曜日にケソン市で展開された銃撃戦
によって警察官が射殺した強盗容疑者
５人の内の１人は、銃撃事件前に武装
した民間人によって誘拐された人質だ
ったという。車両強盗容疑者とされる
マイケル・フローレス・ラヌザの妻、
ジョセリンさんは、夫が車両強奪の犯
行に関与していないと証言した。
◆ パキアオ取材のスタッフ
交通事故で負傷
火曜日の未明、南ルソン高速道路、Ｓ
ＬＥＸで、マニー・パキアオ選手の到
着の模様を取材する為にニノイ・アキ
ノ国際空港に向かっていたテレビ局、
ＧＭＡ７のスタッフが乗っていた車に
１０輪トラックが激突し、ニュース・
スタッフ４名が負傷した。
◆ ＭＮＬＦ交戦
ゲリラ２人死亡
火曜日、国軍は、モロ民族解放戦線、
ＭＮＬＦの悪徳メンバーがフィリピン
南部にある島、スルー州で、新たに２
回目の武装衝突が勃発し、ゲリラ２人
が死亡したことを発表した。
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８８８(↓)
$＝Ｐ４７．４５ （↑）
市中両替所 \＝Ｐ０．３９８５(↑)
$＝Ｐ４７．７０ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

◆ レイテ州 フェリー座礁
乗船客１４１人が立ち往生
日曜日の夜、南レイテ州にある町の沖
合で、セブ市に向かっていたフェリー
が座礁し、少なくとも１４１人が立ち
往生した。サンスター・セブ紙が火曜
日に報じたところによると、メイパラ
ド・シッピング・ラインズが所有する
ＭＶサマール・スター号の乗船客で負
傷した者はいないという。
＜夕刊版＞
◆ 中国訪問時間の短縮
投資に影響は無い －アロヨ大統領
月曜日、アロヨ大統領は、中国訪問の
日程を短縮しても、現地でアロヨ大統
領の署名を待っている億単位のドル投
資契約に影響が及ぶことは無いと発言
した。アロヨ大統領によると、中国の
各都市で署名を予定していた全ての契
約の締結は、ハイナン、いわゆる海南
州のボアオで行われることになったと
いう。アロヨ大統領は２０日から２２
日にかけて開催されるボアオ・アジ
ア・フォーラムの主賓演説者となって
いる。当初、アロヨ大統領は、フォー
ラムに出席することから中国に５日前
後滞在し、４ヶ所の都市を訪問する予
定だった。
ファビラ貿易産業相は先般、
今回の公式訪問で、中国からフィリピ
ンに少なくとも２０億ドルの投資契約
を締結することになると発表していた。
アロヨ大統領は、新たな訪問日程を２
０日から２１日の２日間に変更した。
◆ マニラ首都圏の買い物客
リサイクル市場
モールの買い物客が地球の為に行動す

◆「政治とボクシングの両立可能」
火曜日、マニー・パキアオ選手は、自
分の自己管理能力によって、下院議員

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

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
ることによって、同時に現金を取得す
る機会が与えられるという。４月２２
日のアース・デー開催を記念して、Ｓ
Ｍスーパーモールの幹部は月曜日、全
国２８ヶ所のＳＭモールに廃棄物交換
市場を開設すると発表した。
◆ 物々交換
廃棄物交換市場では、市民が使い古し
た紙や画用紙を、トイレット・ペーパ
ーやテーブル・ナプキン、コピー用紙
やノートと交換することが出来るとい
う。プラスチックの瓶やプラスチック
のゴミは、ハンガーやたらい、バケツ
や椅子といったプラスチック製の家庭
用品と交換出来る。消費者は同時に、
使用済みの鉛蓄電池や車のバッテリー
と引き換えに、健康診断の検診クーポ
ン券がもらえるという。
◆ 各店舗
市場開催日
廃棄物交換市場は毎月第２土曜日に、
ＳＭサン・ラザロで、また、第３土曜
日には、ＳＭサウスモール、第４土曜
日にはＳＭフェアビューで開催される。
また、首都圏の他のモールの市場開放
日は、ＳＭメガモールが４月１６日だ
った他、ＳＭビクータンが５月５日、
サンタ・メサ店が５月２６日、スーカ
ット店が７月７日、北エドサ店が７月
１４日、
バレンズエラ店が７月２１日、
モール・オブ・アジアが８月１１日、
マニラ店は９月１日、パシグ店が９月
１６日となっている。
◆ Ｃ５ コモンウェルスの
接続道路を拡張へ
公共事業幹線道路省、ＤＰＷＨは、マ
ニラ首都圏の渋滞緩和の為に、Ｃ５道
路とコモンウェルス通りを連結する狭
い道路の拡張工事の準備を進めている
という。ＤＰＷＨのボノアン長官によ
ると、このプロジェクトの予算の一部
は既に、同省の２００７年度の予算に
含まれているという。
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◆ 児童拉致事件立件
容疑者は抗議のハンスト
３月に児童を人質にとった実業家、ア
ルマンド・ドゥカット容疑者は月曜日
の午後に、重大な違法拘留で２７件の
告訴がマニラ市第一審地方裁判所に申
し立てられた。同氏はこれに抗議して
同日の夜からハンガーストライキに踏
み切った。３月２８日に多数の児童が
乗ったバスを拘束したドゥカット容疑
者とシーザー・カルボネル容疑者は、
マニラ市警察管区本部、ＭＰＤに引き
続き拘留されているという。ドゥカッ
ト容疑者は、検察の判断に抗議して、
ハンガー･ストライキを実行した。尚、
カルボネル容疑者がハンガー・ストラ
イキに踏み切るかどうかは、本人の判
断に委ねるという。
◆ ケソン市 車両強奪事件
減少傾向
ケソン市は近々、マニラ首都圏の「車
両強奪の首都」という汚名を払拭する
ことになりそうだ。月曜日、警察の幹
部が明らかにした。ケソン市警察署の
ガトゥドゥラ署長は、
２００１年以来、
ケソン市における車両強奪事件に「減
少傾向が」みられると発表した。ガト
ゥドゥラ署長によると、警察当局の記
録は、２００１年に６５０件だった車
両強奪事件が２００２年に４３９件、
２００３年には３４６件に減少したと
いう。２００４年には３７０件と若干
増加したが、
２００５年には３１２件、
昨年は１７５件に留まったという。
＜午後版＞
◆ １,５００万人の国民
１日１ドルの生活
フィリピン国民の少なくとも１,４８
０万人は、１日あたり１ドル以下の家
計で暮らす様に努めているという。こ
れは現在、
極貧とされる世界人口の１.
５％にあたるという。これは最新の世
界銀行の推計によるもの。しかし、２

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

- 2 ０００年のフィリピンの人口統計に基
づくと、
フィリピン国内の約４,３００
万人は、国際レベルでいわれる極貧層
では無い目安とされる１日あたり２ド
ルの家計で生活しているという。
◆ パキアオ選手帰国
空港にレッド・カーペット
火曜日、カリフォルニア州ロサンゼル
スからのフィリピン航空、ＰＲ１１３
便でニノイ・アキノ国際空港第２ター
ミナルに到着する予定となっている国
民のチャンピオン、マニー・パキアオ
選手の為に、赤い絨毯が敷かれるとい
う。
◆ マイク・アロヨ氏
今週中に退院か
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ
イク・アロヨ氏は今週中にもケソン市
にあるセント・ルークス・メディカル
センターを退院する見込みだという。
最新の医師団の発表によると、アロヨ
氏は水曜日迄に病院の心臓血管回復セ
クションから個室に移動することが出
来るかもしれないという。
◆ ＰＩＡＴＣＯ社長の申し立て
却下 －最高裁判所
最高裁判所の第３法廷は、フィリピン
国際空港ターミナル公社、通称ＰＩＡ
ＴＣＯの会長兼社長を務めるヘンリ
ー・ゴー氏に対するサンディガンバヤ
ン公務員特別裁判所の汚職告発を棄却
する様にというゴー氏の申し立てを却
下した。
◆ 建設現場のクレーン倒壊事故
作業員が負傷
月曜日の午後、ケソン市エドサのアヤ
ラ・コーポレーションによるモール建
設現場で、クレーンが倒れ、作業員１
人が負傷するという事故が発生した。

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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◆ エドサのモール前
タクシーが炎上
月曜日の午後、マンダルーヨン市のエ
ドサにあるモール前で、タクシーが火
を噴出して炎上した。
◆ 東ビサヤ地域
地震発生 被害報告は無い
月曜日の未明、サマール州で弱震が観
測されたという。この地震による被害
や負傷者の報告は無い。フィリピン火
山地震研究所、フィボルクスが月曜日
の夜に発表したところによると、マグ
ニチュード３.７の地震の震源地は、
サ
マール州カトバロガン町から１７キロ
の地点だという。
◆ ソルソゴン左派系政治運動家
殺害事件
犯人捜査を命じる
－ＰＮＰ
フィリピン国家警察、ＰＮＰのカルデ
ロン長官は月曜日、
ＰＮＰの特別部隊、
ＵＳＩＧに対して、ビコール地域の警
察捜査班を動員し、同日の午前中にソ
ルソゴン州内で発生した左派系農民団
体の指導者殺害事件の容疑者特定を応
援する様にと命じた。
（ 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 】
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ロジェクト、７０回目のスペイン内戦
の記念日に国際平和の認識をあらたに
するコンサートです。
出演：
台湾の天才的３人組
「New Taipei Trio」
バイオリン、チェロ、ピアノ
日時：４月２６日（木）
午後７時３０分
場所：Instituto Cervantes, 855 T.M.
Kalaw St., Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85

日時：４月２１日（日）
午前１０時～午後１１時
場所：Instituto Cervantes, 855 T.M.
Kalaw St., Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85

【 明日です 】

☆ Emilie Simon, Electro Pop Music
毎年恒例のフランス大使館主催による
"FRENCH SPRING"の一環です。南フラン
ス出身の歌手Emilie Simonのコンサー
トです。植物が溢れるステージで、お
とぎ話のような世界に引き入れます。
日時：５月１１日（土）午後９時
場所：Rockwell Tent, Power Plant
Mall, Makati City
http://www.emiliesimon.artistes.un
iversalmusic.fr

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/

http://www.geocities.jp/kabukiza2006

☆ 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。

☆ International Book Day 2007
４０００冊以上の新刊を揃えてのブッ
クフェアーです。また、人気フィリピ
ン人作家の作品、市場価格より２０％
以下のお徳なコーナーもあります。

☆ Objectif Paris, Photo Exhibit
毎年恒例のフランス大使館主催による
"FRENCH SPRING"の一環です。アリアン
ス・フランセーズ・デ・マニーレとフ
ランス大使館共催の写真展です。フラ
ンスで有名なカメラマンたちのレンズ
と通してのパリが舞台です。

パン・パシフィックホテル斜め前
TEL：400-3625/ FAX:400-3825

期間：５月１４日（月）～２７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：757-7117～7121

期間：５月１１日（金）まで
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

☆ The Chou - Cheng - Chang Trio
& The Guernica Project:
A Concert for Peace
パブロ・ピカソがスペイン内戦中に空
爆を受けた町ゲルニカを主題に描いた
有名な「ゲルニカ」をテーマとするプ

くつろぎの個室１６室、
大小御宴会も承ります
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● S Party
各大学から選抜されたモデルによる、
サマーシーズンのファッションと水着
ショーです。
日時：４月１８日（水）午後９時
場所：Maku Bar, Leon Guinto St. cor.
Quirino Ave., Manila
チケット：P180
連絡先：Mitch Otsuru 890-2750
mailto:chi_otsuru08@yahoo.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１８日（水）～２２日（日）

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
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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

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。

● Artists For Y' Shua
最新ジュエリー作品の展示会です。

申込受付：
４月１８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

日時：４月１８日（水）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１８日（水）～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１８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
● Summer Visual Arts Workshop
at CCP
フィリピン文化センターの Visual

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

コース：
Children's Art（５歳～１０歳）
Basic Drawing & Painting Workshop
（１１歳以上）

● 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１８日（水）～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１８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

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 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
● Shopping Spree Bazaar
必ずほしいものがみつかる、ファッシ
ョン関連全製品が揃うバザーです。ビ
ンテージ物もここでならみつかります。
日時：
４月１８日（水）午前９時～午後６時
４月１９日（木）午前９時～午後６時
４月２０日（金）午前９時～午後６時
５月０２日（水）午前９時～午後６時
５月０３日（木）午前９時～午後６時
５月０４日（金）午前９時～午後６時
５月１６日（水）午前９時～午後６時
５月１７日（木）午前９時～午後６時
５月１８日（金）午前９時～午後６時
５月３０日（水）午前９時～午後６時
５月３１日（木）午前９時～午後６時
６月０１日（金）午前９時～午後６時
場所：GT Tower 12th Level, HV Dela
Costa St. cor. Ayala Ave.,
Makati City
連絡先：Apex Events 0926-6941700
mailto:apexeventsorganizer@yahoo.c
om

【 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。

【 岩ちゃんの観光情報 】
去る、4/05～08 の 4 日間を利用してバ
ターン半島の死の行進と言われる捕虜

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
移送路を 8 人で歩いてきました。
初日 1400 出発で 18km
２日目 32km
３日目 31km
最終日 21km
合計 102km の行程でした。
米比軍がバターン戦で日本軍に降伏し
たのが 1942 年 4 月 9 日、
翌１０日から
約７５,０００人と言われる民間人も
含めた捕虜を収容するためにオードネ
ルキャンプまでトラック不足で徒歩と
いう輸送手段を用いてマラリヤ、アミ
ーバ、栄養失調状態の捕虜を移送しま
した。
2 万人からの犠牲者をだしたこの徒歩
移送を後に死の行進ということで責任
者だった本間中将が銃殺刑に処せられ
ました。
マリベレスからサンフェルナンドまで
の行程でしたが、最終地点のサンフェ
ルナンド駅には当時の駅舎が残ってお
り到着時の感激は大変なものでした。
行程途中には、サマット山の戦争博物
館と展望塔、アロヨ大統領のお父さん
の生家、本間中将がウェインライト将
軍に全面降伏をせまり降伏調印をした
病院跡の建物などが残っています。
時間をかけてゆっくり回ってみたいコ
ースであります。
今回は歩きということもあり、ただた
だ、歩くのみで観光はいっさい出来ま
せんでしたが、興味のある方にはお勧
めのコースかと思います。
体重の重い私は足の裏に豆を二重に作
りましたが、普通の方なら問題ないと
思います。是非ご連絡ください。
岩崎
岩ちゃん ＝ 岩崎 宏
フレンドシップツアー
＆リゾートコーポレーション

2007/04/17
TEL:893-0291／840-1060
FAX:818-8978／892-8899
E-mail: ftrc@pldtdsl.net
ホームページ
http://friendshipmanila.com/

【 明日は何の日？ 】
■ 米女優グレース・ケリーが
モナコ王妃となる（１９５６）
１９５６年
（昭和３１年）
４月１８日、
ハリウッド女優グレース・ケリーと、
モナコ大公レーニエ３世の結婚式が執
り行われました。１９５５年にカンヌ
映画祭のために南フランス訪れたケリ
ーは、
「パリ・マッチ」誌のお膳立てで
モナコ王国のレーニエ大公と出会い意
気投合します。ハリウッド女優が一国
の王妃になるというニュースは、映画
を地で行くシンデレラ・ストーリーと
して世界中の話題をさらいました。こ
の結婚は著名人を王妃にして話題を作
り、モナコに観光客を集めるのが目的
だったと言われており、フランス語が
喋れず、アメリカ人で元女優のケリー
は部外者扱いされてしまい、モナコの
人々と打ち解けるまでに何年もかかり
ました。最初の頃は王室での生活に寂
しさを感じていたものの、一男二女を
もうけ、王妃としての公務も積極的に
務めるようになり、モナコの芸術や文
化の発展に尽力しました。
■ 米軍機Ｂ２５が日本本土を
初空襲する（１９４２）
１９４２年（昭和１７年）４月１８日
午後１２時３０分、米陸軍機Ｂ２５が
東京を初空襲、名古屋、神戸にも爆弾
を投下しました。これは、ドーリット
ル空襲（Doolittle Raid）
、またはドゥ
リットル空襲と呼ばれ、第二次世界大
戦中のこの日、アメリカ軍が航空母艦
に搭載した陸軍の爆撃機によって行っ

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 た日本本土に対する空襲です。名称は
空襲の指揮官の名前に由来しています。
真珠湾攻撃以降一方的な敗退を続け、
さらに開戦後の１９４２年２月２４日
には、日本海軍の伊１７乙型大型潜水
艦によるアメリカ本土のカリフォルニ
ア州サンタバーバラのエルウッド石油
製油所への砲撃を受け、大きな衝撃を
受けたアメリカ軍は、士気を高める方
策として日本の首都である東京を爆撃
する計画をたてたのです。日本側には
５０人の死者、家屋２６２戸の被害が
出ました。
爆撃機は日本列島を横断し、
中国東部に着陸しました。
■ 山本五十六連合艦隊司令長官が
撃墜される（１９４３）
１９４３年（昭和１８年）４月１８日
午前７時３０分過ぎ、連合艦隊指令長
官・山本五十六（やまもと・いそろく）
がラバウルを出発して、前線視察のた
め訪れていたブーゲンビル島上空で、
乗機一式陸上攻撃機をアメリカ陸軍航
空隊Ｐ３８戦闘機に撃墜され戦死しま
した。これは、海軍甲事件（かいぐん
こうじけん）と呼ばれるもので、日本
軍の暗号がアメリカ海軍情報局に解読
され、待ち伏せを受けたことから発生
しました。文武両道、質実剛健の精神
の一方、石油や航空に早くから注目、
リンドバーグの大西洋横断にも触発さ
れ、特に航空の重要性を力説、第二次
世界大戦開戦時、その先見性を世界に
実証しました。
「この身滅ぼすべし、こ
の志奪うべからず」と、わが身の危険
を省みず、日独伊三国同盟に断固反対
しましたが、その意に反し連合連合艦
隊司令長官として未曽有の大戦争の指
揮をとることになりました。
詳細は、
http://winsmanila.com/oshirase/wha
tday.htm
こちらをクリックしてください。

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
【 ＷＩＮＳからのお知らせ 】

2007/04/17
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ご贈答用にＷＩＮＳ石鹸を是非、
ご利用下さい。

２４１」の夜の時間帯で放送を続ける
ことになりました。

ＵＲＬ：
http://winsmanila.com/shopping.html

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。

☆ 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！
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。

★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
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

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

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。

“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
【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。

2007/04/17
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】
（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？

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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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。
Ｃｈ.桜のホームページ：
http://www.ch-sakura.jp/
【 ことわざを学ぼう 】
■ 駄々を捏ねる（だだをこねる）
（慣用句）
幼児などが、自分の望みが叶わないと
き親などに甘えて我が儘を言う、むず
かって身体をくねらせる、拗（す）ね
ることをいいます。

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/

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ

2007/04/17

類語：駄々を踏む 駄々を言う
―――――――――――――――――
参考：
「駄々」は、
「じだたら（地蹈鞴）
」が
変化して
「じだだ」
「じだんだ」
となり、
それのさらに変化した語です。
■ 立ち往生（たちおうじょう）
（慣用句）
①立ったまま死ぬこと、立ち死にの意
です。
用例：
右手になぎなた、左手に刀を持ち、体
には５本の矢が刺さり、合戦で立った
まま死んだという弁慶の立ち往生。
②事故などで、電車や自動車が身動き
のとれない状態になることをいいます。
用例：雪のため電車が立ち往生する。
③ものごとが行き詰まりの状態になっ
て、対処のしようがないことです。
類語：手も足も出ない
二進も三進も

【 知ってなるほど 】
■ 女の人魚が「マーメイド」なら
男の人魚は「マーマン」！？
人魚姫の人魚は英語でマーメイドです
が、これは中世英語のマー（海）とメ
イド（女）からできている言葉です。
女の人魚に対して、男の人魚もいるわ
けで、それはマーマン（merman）とい
います。
人魚のモデルになっているのがジュゴ
ン（マレー語：dugong）で、雌は胸に
子を抱き水上に頭を出して哺乳します。
その姿が人間に似ているところから人
魚といわれています。

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
もう直ぐ、日本はゴールデン・ウィー
クですね。連休の長い企業で 11 日、平
均でも 7 日間と海外に出かける人にと
っては、良いですね。フィリピンでは
長期連休といえば、終わってしまいま
したがホーリー・ウィークぐらいしか
ありません。月末にはフィリピンに沢
山の日本人の方たちが遊びにくるので
しょうね。ただ、今日現在の為替レー
トが 1 万円で３,９８５ペソと４千ペ
ソをきってしまいました。皆さん、よ
く遊んだ後は、仕事頑張って下さい。
（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
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

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
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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
★ その他の詳しい情報は WINS WEB へ
WINS INTERNATIONAL MANILA
TEL 02-752-7246
FAX 02-893-3650
Nailto: 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

