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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＞
◆ 米国平和ボランティア
遺体で発見
１週間以上、行方不明となっていたア
メリカ平和支援部隊のメンバーは水曜
日の午前中、バナウェ町バタド村で遺
体となって発見された。国軍第５歩兵
大隊の分隊は午前１０時半頃に、アメ
リカ平和支援部隊のボランティア、ジ
ュリア・キャンベルさんの遺体を発見
した。４０歳のキャンベルさんは４月
８日、風光明媚で有名なバナウェの棚
田を見物する為にハイキングに出かけ
てから行方不明となっていた。ジャー
ナリスト出身のキャンベルさんは２０
０５年にフィリピンを訪れ、レガスピ
市東部にある大学で教師として勤務し
ていた。警察当局は先般、キャンベル
さんが崖から転落した可能性があると
いう見解を発表していた。警察当局の
声明によると、キャンベルさんは、共
産主義ゲリラに誘拐されたという憶測
に否定的な見解だという。
◆ ミスアリ元知事
「ＭＮＬＦ離脱派の司令担当者
とは無関係」
ヌル・ミスアリ元知事は、スルー州に
おける安全保障部隊との新たな戦闘に
関与しているモロ民族解放戦線、ＭＮ
ＬＦの離脱派グループの司令担当者と
自分は関係が無いと証言している。水
曜日、警察当局が発表した。

◆ 選挙監視団体
不正予防対策運動を開始
選挙監視団体、
ハララン・マランガル、
略してハラルは火曜日、先に行われる
選挙の不正行為を防ぐ為に人々への呼
びかけと認識の強化を目的とした清廉
潔白な選挙と真実の統計が行われる様
にする市民ネットワーク、略してＮｏ
Ｃｈｅａｔｓ２００７年市民監査を開
始した。
◆ インターネット・カフェ強盗
マカティ市で逮捕される
火曜日の夜、インターネット・カフェ
を狙った強盗３人がマカティ市バラン
ガイ・リサールにある隠れ家で潜んで
いるところを警察官によって逮捕され
たという。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが
水曜日に報じた。
◆ ラジオ特派員
遺体で発見
水曜日、ルソン島中部のヌエバ・エシ
ハ州で、国営ラジオ放送局、ｄｚＲＢ
の特派員が遺体で発見された。ＧＭＡ
フラッシュ・リポートが報じた。警察
当局によると、殺害された被害者は、
カルメロ・マーク・パラシオスさん４
１歳だという。サンタ・ロサ町バラン
ガイ・マパラッドの路肩に横たわって
いる被害者の遺体をジプニーの運転手
が発見したという。
◆ バタンガス州
市長候補者の支持者が撃たれて死亡
水曜日の午前中、バタンガスの市長候
補者の支持者がオートバイに乗った２
人組の男に撃たれて死亡したという。
ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じた。
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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）

◆ 火曜日 マニラ首都圏の
最高気温を記録
４月１７日火曜日は、マニラ首都圏に
おいて今年最高の気温を記録した。気
温が３６.８度に達したことを気象庁
が発表した。
気象庁、
パガサによると、
来月は更に暑くなることが予想されて
いるという。医療関係者は、国民に対
して、水分の摂取を増やし、暑さによ
る熱射病を予防する為に、１日あたり
のシャワーの回数を増やすことを推奨
している。
＜夕刊版＞
◆ アブサヤフ 労働者７人を拉致
スルー州パランで、工場労働者１人と
政府の道路プロジェクトの現場作業員
６人がアブサヤフ・ゲリラに拉致され
たという。
火曜日、
関係者が発表した。
◆ 車両強奪犯射殺は正当 －ＴＭＧ
火曜日、警察の交通管理グループ、Ｔ
ＭＧのパン部長は、月曜日に警察官と
の銃撃戦を展開して死亡した５人の車
両強奪犯は、殺人の被害者だという主
張を否定した。
「殺人では無く、合法的
な作戦によるものだ」パン部長はこの
様に主張した。
◆ ゴミ回収車が待合所に衝突
３人死亡６人負傷
日曜日の午後、ウルダネタ市のマッカ
ーサー幹線道路で、同市のゴミ回収ト
ラックが待合所とコンクリートの壁に
激突し、２歳の男児１人を含む３人が
死亡し、６人が負傷するという事故が
発生した。
地元の警察当局が発表した。

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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◆ ブルサン山
火山活動が活発化
過去数日間に渡ってブルサン山の火山
活動が著しく活発化したことにより、
フィリピン火山地震研究所、フィボル
クスは火曜日、新たな灰噴火が起こり
得るという警告を発した。
◆ 入院費用未払いでも退院できる？
病院の入院費を支払えない患者の退院
を病院が認めないということを禁止す
る新たな法律が６月にアロヨ大統領に
よって承認される見通し。新しい法律
によると、入院費用を支払うことの出
来ない患者は、支払いを約束する文書
を病院に提出することで退院出来る様
になり、患者が死亡した際も、遺族が
費用を支払うことが出来なくても遺体
を引き取ることが出来る様にすること
を病院に義務づけることになるという。
フィリピン病院連盟、ＰＨＡは、この
新法に賛成しないという見解を表明し
た。この様な法制によって病院産業が
大きな痛手を被ることになることを指
摘している。ＰＨＡの記録によると、
弁済の約束を書面にした患者１０人の
内、病院の費用を支払う為に再び病院
に戻ってくる人は１人にすぎないとい
う。
◆ サウジ・アラビアで交通事故
比人４人死亡
サウジ・アラビアでフィリピン人家族
３組が乗り合わせたワゴン車が制御不
能に陥り、この車に乗っていた７歳の
少年を含む４人が死亡したという。火
曜日、地元テレビ局の中東報道支局が
報じた。
＜午後版＞
◆ 世界銀行のデータは
「時代遅れ」 －大統領府
火曜日、国家貧困撲滅委員会、ＮＡＰ
Ｃは、世界銀行によって発表されたフ
ィリピン国内における貧困の程度に関
する報告書に含まれている数値が「時
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代遅れ」で「著しく誤解を生じさせる
もの」であると批判した。
◆ メーデーの賃上げ発表は無い
－労働雇用相
「メーデーの日にアロヨ大統領から賃
金が引き上げられるという発表を期待
することは出来ない」労働雇用省のブ
リオン長官による労働者へのメッセー
ジによると、政府は、アロヨ大統領が
５月１日に発表する「メーデー・パッ
ケージ」の準備を進めているが、その
中に「賃金引き上げ」が含まれていな
いことを確認したという。
◆ 国軍 ＭＮＬＦ離脱派の
副司令担当に懸賞金
火曜日、国軍は、スルー州における国
軍への攻撃を率いているモロ民族解放
戦線、ＭＮＬＦから離脱したグループ
の副司令担当を務めるウスタズ・ハビ
エル・マリックの身柄確保につながる
情報提供者に１００万ペソの懸賞金を
用意したと発表した。
◆ 国民の選挙への関心 －ＳＷＳ
ソーシャル・ウェザー・ステーション、
ＳＷＳが火曜日に明らかにしたところ
によると、登録選挙人の内６０％近く
が投票に参加する意志を示していると
いう。ＳＷＳの第１四半期調査による
と、回答者の５７％は、投票すること
に興味があると答え、一方、３０％の
回答者は、やや関心があると答えてい
る。選挙にあまり関心が無いと答えた
人は全体の９％だけだった。
◆ インターネット投票
ハッカーがセキュリティの試験協力
今年７月１０日から３０日に、シンガ
ポールで試験的に行われる２,１５０
万ペソ相当のインターネット投票シス
テムのセキュリティ・チェックの為に、
選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣは、
プロのハッカー達の協力を促すという。

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 ◆ 在外投票当初３日間
香港領事部の投票が最多
地元のテレビ局が火曜日に入手した情
報によると、在外投票の初日から３日
間において、在香港フィリピン領事部
で行われた投票の数が最も多かったと
いう。続いて２位がサウジ・アラビア
のリヤド、３位がジェッダだった。
◆ マカティ市長の集会
発砲した警備員を逮捕
マカティ市警察当局は、ビナイ市長と
家族、そして地方選挙に出馬する立候
補者達が先週の土曜日に、バランガ
イ・ラパスで政治集会を開催中に発砲
した容疑で警備員を逮捕した。
◆ マカティ市地方裁判所
反乱将校とのマスコミ接触を許可
拘留されているトリリヤネス元海軍将
校のクーデター裁判を審議するマカテ
ィ市第一審地方裁判所の判事は、野党
公認の上院議員候補、トリリアネス被
告に対する報道関係者によるインタビ
ュー等、マスコミの接触を制限付きで
許可した。
（ 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 】
☆ 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２１日（土）午前１１時
題名：Quijote of La Mancha 1

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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製作：１９７９年
監督：Cruz Delgado
解説：
Miguel de Cervantes 原 作 の Don
Quijote de La Mancha をアニメーショ
ン化した人気テレビシリーズ。
日時：４月２１日（土）
午後１時３０分
題名：Don Quijote of La Mancha 2
製作：１９７９年
監督：Cruz Delgado
解説：
Miguel de Cervantes 原 作 の Don
Quijote de La Mancha をアニメーショ
ン化した人気テレビシリーズ。
日時：４月２１日（土）午後２時
題名：The Beehive
原題：La Colmena
製作：１９８２年
監督：Mario Camus
出演：Victoria Abril, Ana Belen,
Francisco Rabal 他
解説：
Camilo Jose Cela 原 作 の 小 説 La
Colmena を映画化。スペイン内戦時の
一般市民の様子を描く。
場所：Salon de Actos, Instituto
Cervantes, 855 T.M. Kalaw St.,
Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85
☆ 5 Stories
３５周年を迎える University of the
Philippines (UP) Artists' Circle
(AC) Alumni Foundation による共同作
品展示会です。

2007/04/18
Arnold Limjoco (絵画).
期間：４月２１日（土）まで
場所：Mag:net Gallery Paseo Center,
Paseo Center Ground Level,
8757 Paseo de Roxas cor.
Sedeno St., Salcedo Vill.,
Makati City
連絡先：817-7895
☆ Bazaar@ Ayala
ビジネスマン、ビジネスウーンマンが
仕事帰りに立ち寄れる場所、時間を意
識してバザーを開催します。サマーシ
ーズンを楽しむアイテムが揃います。
期間：５月２日（水）～４日（金）
午前８時～午後８時
場所：6796 Ayala Avenue, Makati City
連絡先：Mildreth Kho 0927-6046876
mailto:info@lotus1asia.com

【 明日です 】
● Classic Romance 2:
Walking On Sunshine The Repeat
フィリピンの誇るバラード歌手の第一
人者 Raymond Lauchengco による、
Bagets Foundation のための慈善コン
サートです。主に８０年代のバラード
の演目です。
日時：４月１９日（木）
午後８時３０分
場所：Teatrino, Greenhills Promenade
Ground Level, San Juan
連絡先：
Ticketworld 891-9999
Teatrino 721-6726 / 721-0635

出展：
Bong Brillante
(グラフィックデザイン),
Pete Jimenez (彫刻),
Pablo Biglang-Awa (ビデオフィルム),
Mark Gary (写真) ,

● 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

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 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１９日（木）～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。
期間：４月１９日（木）まで
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１９日（木）～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１９日（木）～３０日（月）
場所：Ricco-Renzo Galleries, LRI
Business Plaza, 210 Nicanor
Garcia St., Bel-Air II, Makati
City

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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【 明日は何の日？ 】

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
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１９日（木）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１９日（木）～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

期間：４月１９日（木）～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
● 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 】

● 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。

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。

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
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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

■ アメリカ独立戦争が勃発する
（１７７５）
１７７５年４月１９日（安永４年３月
２０日）
、
ボストンのアメリカ駐留軍総
司令官が派遣した、武器押収のための
部隊が植民地人と武力衝突を起こし、
ア メ リ カ 独 立 戦 争 （ The American
Revolution）が勃発しました。植民地
人がボストン近くの丘に進出、正規軍
はバンカーヒルの戦いによりこれを追
い払ったものの、未熟な民兵相手に甚
大な損害を強いられました。アメリカ
人は大陸会議のもとに団結し、ジョー
ジ・ワシントンを大陸軍総司令官に任
命しました。ワシントンはボストン包
囲に着手し、１７７６年３月、イギリ
ス軍はボストンを放棄しました。この
ころからアメリカ人の間で独立に向け
た動きが見られるようになり、１７７
６年７月４日、大陸会議の本会議はト
マス・ジェファソンらの起草した独立
宣言を採択しました。この戦争の結果
イギリスの植民地１３州が独立し、ア
メリカ合衆国が成立しました。
■ 梅毒の特効薬のサルバルサン
製造に成功する（１９１０）
１９１０年
（明治４３年）
４月１９日、
ドイツの国立血清研究所所長パウル・
エールリヒとドイツ留学中の秦佐八郎
が、梅毒の特効薬のサルバルサン製造
に成功し、第２７回内科学会で発表し
ました。梅毒はもともと西インド諸島
の風土病でしたが、大航海時代の西洋
人によって世界中に広められました。
１４９３年にコロンブス一行がエスパ
ニョーラ島（ハイティ島）からヨーロ
ッパへ持ち帰り、１６世紀にはバス
コ・ダ・ガマによってインド、中国、
日本にまで伝わっています。梅毒の治
療としては古くから水銀剤やヨード剤
を用いた方法がありましたが、それら
は完全ではなく２０世紀になってペニ
シリンが発見されるまで梅毒は不治の

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
病でした。２人は共同で、同薬をアリ
ニン系色素から合成し、動物実験によ
り梅毒に有効であることを証明しまし
た。これは合成物質による世界最初の
化学療法剤となりました。
■ 日本初参加のボストンマラソン
で田中茂樹が優勝する（１９５１）
１９５１年
（昭和２６年）
４月１９日、
第５５回ボストンマラソンで日本初参
加、田中茂樹が優勝しました。ボスト
ン到着後、国防総省の関係者から連行
され尋問を受け、多くの被爆写真を見
せられ「これは本当なのか」と質問さ
れました。翌日のアメリカの新聞は田
中を「アトムボーイ、全滅したと思わ
れた広島から選手が出場する」と大き
く書きたてました。当時の多くのアメ
リカ人の日本に対する認識はこの程度
でした。レース当日、田中は「原爆で
負けたと言われたくない」と奮起し２
時間２７分４５秒で見事優勝を飾りま
す。また他の日本人選手も３人が入賞
しました。その夜田中は黒人達にバー
に連れ出され「お前は凄い。俺達は白
人には勝てない」祝福されました。田
中の優勝は、日本人戦後の国際舞台で
の初めての優勝でもあり、敗戦に打ち
ひしがれていた日本国民を大いに勇気
づけ国民的英雄となりました。
詳細は、
http://winsmanila.com/oshirase/wha
tday.htm
こちらをクリックしてください。

【 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/

2007/04/18
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１７日
サーバーの移動に伴い、現在は動画の
再生が出来ません。
復旧次第に最新情報を更新します。

【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

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/

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

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

☆ 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。

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
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。
【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

2007/04/18
【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？
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

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
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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
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

“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
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/

2007/04/18
とらせ、江戸時代には複数の老中を置
いたり、幕末には日米修好通商条約締
結のために正使と副使の二グループを
送り、万一、正使に事故があれば副使
が正使に取って代わる方法をとりまし
た。
日本の官庁でも三省が二人の次官を置
き、あるいは必ず二人でやるパトロー
ルもこれを導入したものです。

【 ことわざを学ぼう 】
―――――――――――――――――
■ 質が悪い（たちがわるい）
（慣用句）

編 集 部 よ り

①人の、
生まれ付いての気質や性根
（し
ょうね）が悪いことをいいます。

―――――――――――――――――
昨日、長崎市長が撃たれたとニュース
がありました。家に 8 時過ぎに戻り、
ＮＨＫのニュースでその事を知りまし
た。私は食事をしに、一旦、家を出て
外食を済ませ、家に戻るとまだ、同事
件のニュースをしていました。フィリ
ピンに住んでいると日本では見なかっ
たＮＨＫばかり見ています。
そろそろ、
ニュースも終わり、通常の番組をやる
のかと見ていましたが、全然、終わる
気配がありませんでした。いい加減頭
にきたので、テレビを消してしまいま
した。ＮＨＫは特番だからといって、
話していることの内容、放送される映
像も同じと、変化がありません。もう
少し、視聴者のことを考えて放送する
べきではないでしょうか。
（ｈ．ｋ）
―――――――――――――――――
【 緊急サービス情報 】

用例：彼の酒癖は質が悪い。
②ものごとの性質が悪いことをいいま
す。
用例：質の悪い風邪が流行っている。
③ものの品質が悪い、上等でないこと
をいいます。
用例：質の悪い冗談はよせ。
■ 立つ瀬がない（たつせがない）
（慣用句）
自分の立場がない、面目を失う、立場
を失い苦境に陥ることの喩えです。
用例：
あなたにまで悪く言われては、それで
は私の立つ瀬がない。
参考：
水の中で立とうとしても、浅いところ
がなくて足が立たないという意味から
です。

【 知ってなるほど 】
■ 首相は一人、
宰相（さいしょう）は複数！？
日本の首相のように一人ではなく、二
人ないし複数の宰相を置いたところに
中国の官僚制度の特徴があります。日
本もそれを導入し、鎌倉時代には執権
と連署という形で二人に同格の責任を

★ 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

- 7 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
★ その他の詳しい情報は WINS WEB へ
WINS INTERNATIONAL MANILA
TEL 02-752-7246
FAX 02-893-3650
maito: winsclub@winsmanila.com

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/

