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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＞
◆ 米国人ボランティアの遺体
警察本部で検死
アメリカの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
は、死因を特定する為に検死が行われ
るという。検死は、遺体が移送された
ケソン市のクラメ基地にあるフィリピ
ン国家警察本部で行われる。
◆ 被害者捜索の協力
フィリピン国民に謝意 －遺族
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族は木
曜日、キャンベルさんの死亡について
徹底的な捜査を希望すると述べた上で、
被害者発見に協力してくれたフィリピ
ン国民に対して感謝の意を表した。平
和支援部隊のホームページに掲載され
た声明によると、キャンベルさんの遺
族は、行方不明になっていた被害者の
捜索に協力したフィリピン国民に対し
て感謝しているという。
◆ エストラーダ前大統領
７０歳の誕生日
木曜日、野党候補者達は、エストラー
ダ前大統領の７０歳の誕生日を祝う為
に、サン・フアン町のエストラーダ前
大統領の自宅に集まる予定だという。
ラジオ放送局、ｄｚＭＭ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 \＝Ｐ０．３９０１(↓)
$＝Ｐ４７．４５ （↓）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０１０(↓)
$＝Ｐ４７．６０ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

◆ ３ヶ月間のラ・ニーニャ現象を
予想 －パガサ
蒸し暑い夏季の後、国民は向こう３ヶ
月間、ラ・ニーニャ気象現象の影響で
豪雨を覚悟することになりそうだ。ま
た、今年５月から９月迄の期間中に上
陸する台風の数は１３ではないかと予
想されている。国家災害調整委員会、
ＮＤＣＣは、フィリピン気象庁、パガ
サからの報告として、５月後半から雨
が降り始めると発表した。

１,５００万人だと発表した世界銀
行の推計を下方修正した形での発表を
行った。しかしながら、ＧＣＡＰフィ
リピン支部は、フィリピンの労働力の
半分にあたる、
少なくとも１,６１０万
人の労働者は、
１日あたり３３.５３ペ
ソの収入を得ていることから、国家統
計調整委員会によって２００７年に推
計された貧困層の限界値である１人当
たり４０ペソ前後で生活していると主
張している。

◆ マイク・アロヨ氏 リハビリ開始
木曜日の午前中にラジオ放送によって
報じられたところによると、アロヨ大
統領の夫、ホセ・ミゲル・マイク・ア
ロヨ氏は、今月９日に受けたリスクの
高い心臓手術の後に施されるリハビリ
の一環としての歩行練習を開始したと
いう。ラジオ放送局、ｄｚＢＢによる
と、マイク・アロヨ氏は、ケソン市に
あるセント・ルークス・メディカルセ
ンターの病室内で、リハビリ訓練を開
始し、介助を受けながら歩行練習を行
ったという。

◆ パシグ市

◆ 政府と世界銀行の
貧困統計を否定 －民間団体
木曜日、貧困撲滅団体は、フィリピン
の貧困状態について、大統領府と世界
銀行が共に誤った統計データを発表し
ていると指摘した。貧困撲滅運動を世
界的に呼びかける会、ＧＣＡＰのフィ
リピン支部によると、１日１ドル以下
で暮らしている国民は１,０５０万人
であると発表した政府の統計は正確で
ないと指摘した。フィリピン政府は、
１日１ドル以下で暮らしている国民が

貧困居住地区で
火災中に発砲事件
木曜日の未明、パシグ市で手榴弾が爆
発して火災が発生し、少なくとも民家
１００軒が全焼した。地元のテレビ局
が報じた。この報道によると、午前３
時頃、バランガイ・サン・ミゲルのダ
アン・バンカにある警察官の自宅の屋
根に手榴弾が投げられたことで同火災
が発生したという。また、この火災の
最中に、６人が銃弾を受けて負傷した
という。
＜夕刊版＞
◆ セスナ機が住宅地に墜落
パイロット死亡
木曜日の午前中、パラニャケ市にある
住宅街の空き地に、
軽飛行機が墜落し、
パイロットが死亡するという事故が発
生した。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報
じた。マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡ
Ａの所長補佐、リナ運行担当官の発表
によると、午前９時４５分頃、セスナ
２０６型機がメルビル分譲住宅地の中
にある空き地に墜落したという。事故
に遭った飛行機は、独り乗りで、パサ

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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イ市のマニラ国内線空港を午前９時３
４分に離陸し、魚介類製品の貨物運搬
の為に、パラワン州やカピス、ロハス
市へ向かう予定だったという。
◆ 猛暑
電力需要の急増
水曜日、フィリピン国内は、猛暑によ
って非常に湿度の高い状態が生じたと
いう。これによって電力需要が増加し
電力不足が生じたと、国営電力公社、
ナポコールが発表した。
◆ ジプニー団体 運賃値上げを要求
マニラ首都圏におけるジプニーの運転
手と運営業者団体は、先週、新たにガ
ソリン価格が値上げしたことに言及し、
ジプニーの初乗り運賃を現在の７ペソ
から７.５ペソに値上げすることを求
めている。
◆ ケソン市警察当局
強奪トラック発見
火曜日の夜、ケソン市警察管轄本部の
捜査官は、強奪されていた１０輪貨物
トラックをバリンタワク料金所で発見
し、容疑者の１人を逮捕したという。
◆ ＭＭＤＡ エドサの
掘削・建築作業を禁止
水曜日、マニラ首都圏開発管理庁、Ｍ
ＭＤＡのフェルナンド長官は、交通渋
滞緩和の為に、エドサ通りにおける掘
削作業や建造物建築、また装置の設置
作業を禁止する法律がＭＭＤＡによっ
て厳格に施行されると発表した。
◆ 新入国管理局長
リバナン下院議員
アロヨ大統領は、任期満了となる東サ
マール州選出のリバナン下院議員を入
国管理局の新局長として指名したとい
う。
水曜日、
地元のテレビ局が報じた。
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◆ ＮＡＩＡ
滑走路で小型機パンク
水曜日、アジアン・スピリットの小型
機がニノイ・アキノ国際空港に着陸し
た直後、タイヤがパンクしたことによ
って滑走路上での停止を余儀なくされ
た。マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡＡ
の関係者によると、Ｌ４１０型航空機
によるパンク事故は午後１２時３６分
に発生したという。機長や副機長を含
む５人が搭乗した機体は、ラ・ウニオ
ンのサン・フェルナンドからＮＡＩＡ
の第１３３１滑走路に着陸した。しか
し、国内線ターミナルに続く滑走路の
終点に到着する直前に、右側の着陸用
タイヤが作動しなくなったという。
＜午後版＞
◆ 米平和支援部隊のボランティア
殺害された疑い
フィリピン国家警察、ＰＮＰは、１０
日間も行方不明になっていたアメリカ
平和支援部隊のボランティアが遺体で
発見された件について、地元のボラン
ティア救急隊員が水曜日の午前中に、
アメリカ人ボランティアのジュリア・
キャンベルさんの遺体を発見したと発
表した。また、地元警察の捜査官によ
る初期現場検証が行われた結果、キャ
ンベルさんはバナウエのバランガイ・
バタッドの棚田の中にある乾いた小川
で殺害されたのではないかとみられて
いるという。
◆ 遺体の一部
埋められていた
行方不明となっていたアメリカ平和支
援部隊のボランティア、ジュリア・キ
ャンベルさんの遺体は水曜日にイフガ
オ州バナウェの山間部にある墓地で一
部が埋められた状態で発見されたとい
う。国軍が発表した。
◆ 米平和支援部隊
ボランティアの遺体 マニラへ
イフガオ州の農村で見つかったアメリ

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 カ平和支援部隊のボランティア、キャ
ンベルさんの遺体は木曜日、マニラに
移送されることになっているという。
ＧＭＡ７のニュース番組「サクシ」が
水曜日の夜に報じた。
◆ コタバト市 爆弾爆発で２人死亡
水曜日の夜、コタバト市で爆弾が爆発
した。警察当局の発表によると、爆弾
を爆発させようとしていた急進派の政
治運動家と見られる、少なくとも２人
が爆発によって死亡したという。地元
の警察が発表した。
◆ 中国系実業家殺害事件
強盗の犯行か？
水曜日の早朝、マニラ市で６９歳の中
国系フィリピン人実業家が殺害される
という事件が発生した。当局は本件に
ついて強盗による犯行との見方を示し
ている。シルベリアモ・メデルさんは
午前５時半頃、
ビノンド地区のＥ.マド
リード通りにあるトリナール・ビルデ
ィングの自室で血まみれになって死亡
しているのが発見された。
◆ アロヨ氏
週末に退院予定
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・マ
イク・アロヨ氏の医師団によると、リ
スクの高い心臓の手術の為に入院して
から１週間以上が経過したことで、ア
ロヨ氏は今週末にも退院する見通しだ
という。地元のテレビ局が報じた。
◆ パキアオ選手
チャンピオンと
政治家の顔で凱旋パレード
水曜日の午前中、マニー・パキアオ選
手は、これまで通りボクシングの世界
チャンピオンとして、ジェネラル・サ
ントス市や南コタバトの各町の路上に
集まった数千人の支援者に手を振って
歓迎に応えた。しかし、英雄の歓迎を
終えた同日の午後、パキアオ氏は、政
治家として別の車両に乗り込んだ。パ
キアオ氏は、現職のカストディオ下院
議員に対抗してジェネラル・サントス

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

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
市選出の下院議員に立候補している。
◆ 外国人に恐喝行為
マニラ市の警察高官と巡査が解任
水曜日、マニラ市警察管轄本部の高官
と警察官は、外国人４人から現金を脅
し取った罪によって解任されたという。
ラジオ放送局、ｄｚＭＭ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 】
☆ Side A Featuring Nina
バラードに定評のある OPM のベテラン
バンド‘Side A’と、R&B の女王の異
名をとる‘Nina’の夢の競演です。
日時：４月２１日（土）午後８時
場所：Metro Concert Bar, 47 West Ave.,
Quezon City
チケット：P500
連絡先：
Juliette Rentoria 0918-5681760
mailto:adujulz@yahoo.com
☆ Cueshe - Summer Jam
若者に圧倒的な支持を受けるロックバ
ンド‘Cueshe’のサマージャムです。
特別ゲスト：Salamin, Chris Cayzer
日時：４月２８日（土）午後８時
場所：SM City Bacoor Cinema 6, Gen.
Aguinaldo Highway cor. Tirona
Highway, Brgy. Ilabay,
Bacoor, Cavite
チケット：P528 P317 P211
連絡先：TicketWorld 891-9999

2007/04/19
☆ Digital 101:
Photography and the Computer
写真撮影の基本を学びたい、デジタル
カメラユーザーのためのワークショッ
プです。講師は、１０年のキャリアを
持 つ 国 内 の 有 名 カ メ ラ マ ン ‘ Jay
Alonzo’です。

☆ Tactile Textile
Lopez Memorial Museum 主催による、
子供のための視覚的な自叙伝のプロセ
スを調査するワークショップです。作
品は６月に Lopez Memorial Museum に
て展示されます。
日時：
４月２４日（火）午前９時
４月２６日（木）午前９時
４月２８日（土）午前９時
場所：Lopez Memorial Museum, G/F
Benpres Bldg., Exchange
Road., Ortigas, Pasig City
連絡先：Fanny 631-2417
mailto:pezseum@skyinet.net
☆ The Family Summer Knockout
Gold's Gym と Ringside Boxing Club
が推奨する、ボクシング・エクササイ
ズのプログラムです。ご家族の誰とで
もペアを組んで参加していただくと、
お得な割引特典があります。
期間：５月３１日（木）まで

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

場所：Gold's Gym Glorietta,
Glorietta 3 Level 1, 2, & 3,
Ayala Center, Makati City
連絡先：Jose Veguillas 0917-844-4611
mailto:pveguillas@yahoo.com

【 明日です 】
日時：
４月２０日（金）午後６時
４月２１日（土）午前９時
４月２３日（月）午後６時
４月２５日（水）午後６時
４月２８日（土）午前９時
場所：Filipinas Heritage Library,
Nielson Tower, Ayala Triangle,
Makati Ave., Makati City
連絡先：892-1801
mailto:events@filipinaslibrary.org
.ph

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
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● 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２０日（金）
午後８時３０分
場所：SM Megamall Cinema 9
チケット：P845 P528
連絡先：TicketWorld 891-5610
● CUESHE SUMMER JAM
フィリピンの人気ロック・グループ、
CUESHE のサマー・シーズンのスペシャ
ル・ツアー・コンサートです。
スペシャル・ゲスト：
Salamin & Chris Cayzer
日時：４月２０日（金）
午後８時３０分
場所：SM Mall of Asia
チケット：P528 P317 P211
連絡先：TicketWorld 891-5610
● 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２０日（金）～２２日（日）
午後４時～夜中１２時
場所：Mia Road Between Macapaga Ave.

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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& 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
● 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２０日（金）～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２０日（金）～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
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２０日（金）まで
期間：

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
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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２０日（金）～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２０日（金）～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

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 ンテージ物もここでならみつかります。
日時：
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
● 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。

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
【 岩ちゃんの観光情報 】
フィリピン在住の方対象

2007/04/19
TEL:893-0291／840-1060
FAX:818-8978／892-8899
E-mail: ftrc@pldtdsl.net

パスポートの更新に必要なものは申請
書、写真、そして戸籍抄本または、謄
本というのは当たり前ですが、戸籍謄
本、抄本を必要としなくする方法があ
るのを、ご存知ですか。

ホームページ
http://friendshipmanila.com/

まず、在留届を日本大使館または、領
事館になさっている方で、旅券の有効
期限が失効していないことが条件です。
但し届けてから 3 ヶ月経過していない
とだめです。
先日申請代行をしてあげた方がいらっ
しゃいましたが在留届が見当たらない
と言うことがありましたので、再確認
することをお勧めいたします。
今現時点で、在留届を出されてない方
でも速やかにお届けになり、３ヶ月経
てば問題なく抄本/謄本なしで更新す
ることが可能です。

■ 東京・京都・大阪に
郵便制度が発足する（１８７１）
１８７１年４月２０日（明治４年３月
１日）
、
新しい郵便制度が始まり切手の
発行が始まりました。明治に入ってか
らも江戸時代の飛脚制度が残っていま
したが、この日、東京、京都、大阪の
３つの都市と東海道線の各駅で郵便物
の取り扱いが始まりました。郵便局は
最初の頃、郵便役所と呼ばれていまし
たが、明治８年には郵便局となりまし
た。２年後には万国郵便連合に加盟し
郵便事業は飛躍的な進歩を遂げました。
昭和９年
「逓信記念日」
、
昭和２５年
「郵
政記念日」
、
昭和３４年
「逓信記念日」
、
平成１３年に現在の「郵政記念日」と
改称を重ね続けています。郵政省（前
逓信省）
は１９３４年からこの日を
「逓
信記念日」と定め、記念式典や功労者
表彰など各種行事を行っています。４
月２０日～２６日までの１週間を「郵
便週間」とし、著名人が「1 日郵便局
長」となったり郵便教室が開かれたり
しています。

先日、
国民年金の払い込みを 17 年しか
してなくて年金を貰えないと諦めてい
た方が、保険庁に行って試しに聞いて
みたところ、あなたは海外にずっと住
んでいたのであれば、その年数分が加
算されるので年金受注の権利有りとい
うことで思いかげず、受け取ることが
出来て、今は 2 ヶ月ごとに年金をを受
け取って、悠々自適に生活している方
を知りました。
その際も在留届がものを言ったそうで
すので、たかが在留届とあなどらない
で、お届けすることをお勧めします。
フレンドシップツアー
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

【 明日は何の日？ 】

■ 日本初の女子大学が開校する
（１９０１）
１９０１年
（明治３４年）
４月２０日、
クリスチャン・成瀬仁蔵により日本女
子大学校（１９４８年より新制・日本
女子大学となる）が創立され、家政・
英文・国文の３学部からなる総合大学
を目指しました。当時、国立の女子高
等教育機関は教員養成機関にとどまっ
ていて、１８９７年に入り高等女学校

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 令が公布され、私立の女子高等教育機
関も相次いで設立されたのですが、規
模も小さく、職業教育が目的で、国家
の指導強化もあり、良妻賢母の理念が
基本方針でした。成瀬仁蔵が重視した
教育は、人格養成を主眼とし、一般教
養的普通教育を重視、女性の多様な生
き方を認め、自立と向上を目指すもの
でした。このような教育理念に支えら
れ社会に巣立った女性たちは、明治末
から現在にいたるまで、職業・社会活
動面で日本を代表する人物となりまし
た。第３回生には、婦人運動を展開し
た「平塚らいてう」がいます。
■ 第１回全日本自動車ショーが
開催される（１９５４）
１９５４年
（昭和２９年）
４月２０日、
日本で最初の本格的な自動車ショーが
日比谷公園で開かれました。正式名称
は
「第１回全日本自動車ショー」
です。
主催者は自動車工業会（国産メーカー
の団体）をはじめ、小型自動車工業会
（当時二輪メーカーの団体）他で、日
本の自動車生産に関連するあらゆる企
業の力を集めたものと言えます。これ
が現在まで続いている「東京モーター
ショー」の先駆けです。会場には１２
９台の車が展示されましたが、ほとん
どがトラック、バス、オートバイで乗
用車は僅か１７台でした。当時乗用車
は一般の人にとって「高嶺の花」でし
たが会期中の１０日間に訪れた人は５
４万人でした。第１回目のショーで最
も進歩したメカニズムの車とされたの
がプリンス AISH セダン、
１９５４型シ
ンクロメッシュのコラムシフト車で、
６人乗りボディで点滅式方向指示器を
そなえたものでした。
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 】
☆ 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。
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、

2007/04/19
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
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

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 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。
【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。

“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？
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
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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
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/

- 7 【 映画情報 】
詳しい映画情報は下記へ
http://winsmanila.com/oshirase/Ei
gaInfo.htm
グロリエッタシネマ
TEL893-6779, 893-6894, 893-1563
Address:
Glorietta Ayala Center Makati City
シネマ１
1 The Hills Have Eyes 2
2 Perfect Stranger (2007)
3 Shooter
4 Ang Cute Ng Ina Mo
シネマ４
1 Wild Hogs
2 Stomp The Yard
3 Perfect Stranger (2007)
4 The Hills Have Eyes 2
5 The Last Mimzy
6 Shooter
7 The Reaping
グリーンベルトシネマ
TEL 750-4180 to 81
752-7880 to 82, 893-1563
Address:
Greenbelt 3 Ayala Center Makati City
シネマ３
1 Perfect Stranger (2007)
2 Shooter
3 Sunshine (2007)
4 The Hills Have Eyes 2
5 Wild Hogs
パワープラントシネマ
TEL:l898-1440, 898-1437
Address:
Power Plant Mall Rockwell Drive
Cor. Estrella St., Makati City

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
1
2
3
4
5
6

The Hills Have Eyes 2
The Last Mimzy
Wild Hogs
Shooter
Ang Cute Ng Ina Mo
Perfect Stranger (2007)

メガモールシネマ
TEL633-1901, 632-9408
Address: SM MegaMall
EDSA Mandaluyong
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perfect Stranger (2007)
The Reaping
Ang Cute Ng Ina Mo
Shooter
The Last Mimzy
Wild Hogs
300
Sunshine (2007)
Ang Cute Ng Ina Mo
Ang Cute Ng Ina Mo
Premonition (2007)
TMNT

【 ことわざを学ぼう 】
■ 立っているものは親でも使え
（たっているものはおやでもつかえ）
（慣用句）
急用の時には誰でも良いから傍に立っ
ている者を使った方が手っ取り早い、
座っている者が手近な人に用事を頼む
ときいう言葉です。
参考：
自分が座っていて人に物を頼むときな
どに、言い訳として使います。
■ 立つ鳥後を濁さず
（たつとりあとをにごさず）
（ことわざ）
立ち去る者は自分が居た跡を見苦しく
ないように良く始末しなければならな
い、また、退き際が潔く綺麗であるこ
とをいいます。

2007/04/19
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対語：旅の恥は掻き捨て
後は野となれ山となれ
旅の恥は弁慶状

マカティ地区 818-5150,816-2553
パサイ地区
844-2120
ケソン地区
923-0605

参考：
水鳥は、あとを泥で濁さないようにし
て飛び立つという意味からです。

★ 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
Quezon City Medical Center 913-7397
De Los Santos Medical Center723-0041
St. Luke’s Medical Center 723-0301

【 知ってなるほど 】
■ コーンビーフの「コーン」は
塩をふりかけるの意！？
コーンというとすぐにとうもろこしを
思いだしがちですが、綴りは同じでも
こちらのコーンは「塩をふりかける」
の意味で、乾燥させた牛肉に粗塩をふ
っているところからで、コーンド・ビ
ーフ（corned beef）の訛りです。
塩はいつの時代も大切だったと見え、
ローマ時代、兵士は俸給として塩を支
給されました。そこでサラリーとは、
ラテン語のサル（sal、塩）から出てい
ます。そこから生まれたのが英語のサ
ラリーマンです。
―――――――――――――――――

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
インドのニューデリーで英国航空のパ
イロットが眠いとの理由で 13 時間も
出発時間を遅らすというニュースがあ
りました。何でも、宿泊先のホテルが
騒がしかったからとの事です。乗客の
立場から言えば「何言ってるの？」と
いう感じですかね。パイロットの業務
に対する姿勢に疑問が感じられます。
そして子供じみた理由が通用する、英
国航空の体質が疑われるのではないで
しょうか。いくら安全に運行する為と
はいえ。こんな、航空会社の飛行機に
は絶対に乗りたくないですね。
（ｈ．
ｋ）
―――――――――――――――――
【 緊急サービス情報 】

用例：
日葡辞書
「タツトリモアトヲニゴサヌ」

★ 警察
メトロマニラ
マカティ
マカティ警察署

類語：鷺は立てども後を濁さず
飛ぶ鳥後を濁さず

★ 消防
マニラ地区

★ 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/
★ その他の詳しい情報は WINS WEB へ

166
168
899-9008

527-3653

WINS INTERNATIONAL MANILA
TEL 02-752-7246
FAX 02-893-3650
mailto: winsclub@winsmanila.com

