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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＞
◆ 米ボランティア殺害事件
容疑者を逮捕
イフガオ州バナウェの墓地で身体の一
部を埋められた状態で発見されたアメ
リカ平和支援部隊のボランティア、ジ
ュリア・キャンベルさんの殺害容疑者
が警察によって拘束されたという。金
曜日、ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じ
た。コルディリリエラ自治区、通称Ｃ
ＡＲの警察当局のスポークスマン、ア
ドノル監督官によると、容疑者の身柄
は現在、イフガオ州警察本部によって
拘束されているという。アドノル氏の
発表によると、逮捕された容疑者は、
キャンベルさんの遺体が発見されたバ
ナウェのバランガイ・バタドの住民だ
という。警察は未だ容疑者の氏名を公
表していない。フィリピン国家警察、
ＰＮＰのカルデロン長官は先般、キャ
ンベルさん殺害の凶器に使用されたと
みられる血痕の付いた木片を警察官が
発見したことを明らかにしていた。
◆ ７人の人質殺害事件
アブサヤフを強く非難
－アロヨ大統領
アロヨ大統領は、７人のフィリピン人
の人質が首を切断されて殺害された事
件について、アブサヤフを非難し、国
軍に対して、アブサヤフ掃討作戦に集
中する様にと命じた。

◆ クリスさんの赤ちゃん
新生児集中治療室で抗生物質投与
女優でテレビ・タレントのクリス・ア
キノさんの赤ちゃんは、感染症を予防
する為に、抗生物質の投与を受けてい
るという。マカティ・メディカルセン
ターの小児科医、ヌギット医師が発表
した。
◆ アキノ元大統領
８人目の孫の誕生で大喜び
アキノ元大統領は、末娘のクリスさん
のお陰で８人目となる孫の誕生を迎え、
非常に喜び、興奮している様子。クリ
スさんが木曜日の午後４時５０分に息
子のジェームス・ジュニア君を出産し
た際、アキノ元大統領は、クリスさん
の夫であるジェームス・ヤップさんと
娘のバルジーさんと共に、マカティ・
メディカルセンターで孫の誕生を待機
していた。
「クリスの赤ちゃんが無事に
産まれて、皆、とても喜んでいる。赤
ちゃんが元気でよかった。赤ちゃんは
とても大声で泣くので健康そうだ」ア
キノ元大統領はこの様に述べた。
◆ 米国大学構内銃乱射事件
フィリピン人学生全員無事
銃の乱射事件が発生した米国バージニ
ア州ブラックスバーグにあるバージニ
ア州立工科大学には現在１００人以上
のフィリピン人とフィリピン系アメリ
カ人の学生が在籍しているが、現在、
全員の所在が確認されたという。
◆ サランガニ州
結婚式の食事で集団食中毒
木曜日、サランガニ州で結婚式に出席
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８９２(↓)
$＝Ｐ４７．４５ （→）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０２０(↑)
$＝Ｐ４７．６５ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

していた来賓の少なくとも１００人
が食中毒の症状を呈したという。金曜
日の午前中、ラジオ放送局、ｄｚＢＢ
が報じた。マイトゥム地方病院の医師
は一時的に食中毒患者の対応に追われ
ることになった食中毒事件の原因につ
いて、保健当局が現在、調査している
という。金曜日の午前中の時点で、５
０人の患者が退院したが、子供を中心
とする少なくとも４７人は未だ医師の
監視下に置かれているという。
＜夕刊版＞
◆ アロヨ大統領
土曜日に訪中
アロヨ大統領は、心臓手術を受けた夫
のホセ・ミゲル・アロヨ氏がセント・
ルークス・メディカルセンターを退院
することになる今週末に、ボアオ・フ
ォーラムに出席する為に、中国を訪れ
るという。
◆ ラジオ・キャスター
銃撃で負傷
木曜日の午前中、ケソン州の幹線道路
で、辛辣な番組の司会進行を勤めてい
た２人のニュース･キャスターがラジ
オ局に向かって走行していたところ、
オートバイに乗った２人組の男に銃撃
されて負傷するという事件が発生した。
◆ 調査の正当性を主張
偏重を否定 －ＳＷＳ
一部のクライアントに対する偏った調
査であるという批判の中、ソーシャ
ル・ウェザー・ステーション、ＳＷＳ
は木曜日、倫理基準を常に満たしてい
るとして同社の調査結果の信頼性を擁
護する発言をした。

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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◆ ピチャイ候補
最もテレビ広告費を費やした候補者
今回の政治的な調査で最高の支持率で
はなかったピチャイ候補が別のリスト
で首位の座を占めた。同氏が首位とな
ったのはテレビの宣伝広告費に最も費
用をかけている人物のリストだ。ニー
ルセン・メディア・リサーチのデータ
によると、与党公認の上院議員候補で
あるピチャイ氏は、２月１３日から４
月１７日までの選挙運動期間中に最も
テレビの宣伝広告費に、お金を費やし
た候補者であるという。ピチャイ氏の
宣伝広告経費は現在、１億９００万ペ
ソに上るという。
◆ ＮＢＩ
偽缶詰販売で貿易商を告訴
木曜日、国家捜査局、ＮＢＩは、中国
系フィリピン人、カルメロ・シイ容疑
者が偽のランチョン・ミートの缶詰、
２００万ペソ相当を販売したとして告
訴した。この缶詰には、猫やネズミの
肉が使われていたとみられている。
◆ 鉄道学校 ６月に開校へ
運輸通信省、ＤＯＴＣの傘下にある５
つの政府系交通機関が協力し、フィリ
ピン工科大学、ＰＵＰの構内にフィリ
ピン鉄道学校を創立することになった
という。
◆ ケソン市抜き打ち捜査
偽スポーツウェアを押収
木曜日、警察当局と内務自治省の捜査
官は、ケソン市にある工場で有名ブラ
ンドのロゴ入りの偽物スポーツウェア
を製造しているとして摘発した。
＜午後版＞
◆ アブサヤフ
人質を処刑
日曜日にアブサヤフによって拉致され
た７人の労働者は木曜日の午後、首を
切断されて殺害された。
アブサヤフは、
スルー州の国軍分遣隊本部の近くにあ
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る２ヶ所の村に切断した頭部を遺棄し
たという。国軍が発表した。
◆ 米平和支援部隊ボランティア
攻撃された傷跡 －ＰＮＰ
イフガオ州バナウェの墓地で発見され
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、加害者によって攻撃された傷跡が
あったという。地元のテレビ局が木曜
日に報じた。
◆ 北ザンボアンガ州
ＭＮＬＦが国軍前哨部隊を攻撃
木曜日の未明、北ザンボアンガ州にあ
る国軍前哨部隊は、
モロ民族解放戦線、
ＭＮＬＦ闘士とみられる武装集団によ
る攻撃を受けた。
◆ セスナ機墜落
死亡した
パイロット 住宅地を避けて墜落
木曜日の午前中、パラニャケ市の空き
地にセスナ機が墜落した事故で死亡し
たパイロットは、住宅地域から離れる
為に命を賭けて機体を操縦したという。
操縦していたパオロ・デ・カストロ機
長は、メルビル住宅の民家から操縦不
能となったセスナ２０６型軽量貨物飛
行機を遠のかせようと努め、付近の空
き地に墜落した。同機長は大勢の人々
の生命を救った可能性があると見なさ
れ英雄として賞賛された。
◆ マイク・アロヨ氏
順調な回復ぶり
アロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲル・ア
ロヨ氏は心臓の手術後、順調な回復を
続けており、サンドウィッチを食べた
り、手術後の経過について、セント・
ルークス・メディカルセンターの医師
団との手術後の経過に関する話し合い
に参加しているという。

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 ◆ 米大使館
ミンダナオ島中部への渡航自粛勧告
マニラ市にある米国大使館は、フィリ
ピン国内に在住しているアメリカ国民
に対して、ミンダナオ島の中部でテロ
組織が攻撃を計画しているという情報
があるとして、同地区への渡航を自粛
する様にという警告を発した。
◆ エストラーダ前大統領
誕生日
祝賀で外出
エストラーダ前大統領は、サン・フア
ン町グリーンヒルズ、ポーク通りにあ
る自宅で７０歳の誕生日を祝った後、
リサール州タナイにある別荘に戻った。
ラジオ放送局、ｄｚＢＢが木曜日の夜
に報じた。医師のロレンソ・ホクソン
氏は先般、サンディガンバヤン公務員
特別裁判所に対して、エストラーダ前
大統領の健康診断の為に、より長い時
間の外出許可を要請していた。同医師
によると、サンディガンバヤン公務員
特別裁判所が同要請を認めれば、金曜
日に前大統領の血液検査を実施するこ
とが出来ると指摘した。同裁判所は、
エストラーダ前大統領が４月１９日の
午前８時から午後５時まで外出するこ
とを認めていた。しかし、前大統領が
既に別荘に戻っていることから、同裁
判所は、医師による外出時間延長の申
請を許可しなかった様だという。ラジ
オ放送局が報じた。
◆ クリス・アキノさん
男児を出産
人気テレビ・タレントのクリス・アキ
ノさんは、エストラーダ前大統領の７
０歳の誕生日にあたる木曜日の午後に、
元気な男の子の赤ちゃんを帝王切開で
出産した。ジェームス・ジュニアと名
付けられた赤ちゃんの誕生は、バスケ
ットボールのスター選手の夫、ジェー
ムス・ヤップさんとクリスさんの母親
にあたるアキノ元大統領に見守られた
という。アキノ元大統領は記者団に対
して、赤ちゃんは元気だが、何週間か

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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早産だったことによって小さいと語っ
た。クリスさんは５月６日に帝王切開
による出産を予定していたという。

2007/04/20
☆ Manila F.A.M.E 42th Gifts
& Housewares Fair
フィリピン貿易工業省、国際貿易セン
ター主催による、
国際総合見本市です。

（ 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 】
☆ Hale
フィリピンで今最高にホットなバンド
といわれる‘Hale’のライブです。

出展品：
家具、ホーム・アクセサリー、
ギフト用品、クリスマス装飾、
ファッションなど
期間：４月２１日（土）まで
場所：Golden Shell Pavilion,
International Trade Center
Complex, Roxas Blvd., cor.
Sen. Gil J. Puyat Ave., Pasay
City
連絡先：
833-1258 / 831-1265 / 831-2201

日時：４月２１日（土）
場所：Montalban, Rizal
チケット：P515 P361 P206
連絡先：TicketWorld 891-9999

☆ AMERICAN BAZAAR
The American Women's Club of the
Philippines 主催、毎月恒例の３００
以上のベンダーが集結する大規模なバ
ザーです。

☆ 2007 Top HipHop 2:
A Summer HipHop Recital Dance Course
with the 2006 World HipHop Champions
ヒップホップダンスのワークショップ
です。昨年イタリアで開催された
World HipHop Championship で優勝を
飾った The Philippines Allstars によ
るレッスンを受けられます。

日時：４月２３日（月）
午前８時３０分～午後３時
場所：World Trade Center, Roxas
Blvd., cor. Sen. Gil J. Puyat
Ave., Pasay City
連絡先：
The American Women's Club of the
Philippines 817-7587

日時：
４月２２日（日）午前１０時
４月２９日（日）午前１０時
５月０６日（日）午前１０時
５月１３日（日）午前１０時
場所：Infinity Dance Studio,
CrossRoad77, Mother Ignacia
cor. Scout Reyes, Quezon City
費用：P4000
連絡先：No Bounds Events Management
0921-2176237

☆ Nights of Wines and Fine Dining
７コースのフレンチ・ディナーにワイ
ンがついたお食事がＰ２４００でお召
し上がりいただけます。

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

日時：４月２７日（金）
午後６時３０分～９時３０分
場所：The Tivoli Grill, Mandarin
Oriental, Makati Ave., Makati
City
連絡先：750-8888 loc.2433

- 3 【 週末です 】
● 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
● An Evening of Cellos, Piano,
Soprano and more..
チェロ、ピアノ、ソプラノのコンサー
トです。演奏会後には軽食、デザート
が用意されます。同時に、スポンサー
であるシンガポールのカーペットのオ
ークションも行われます。
日時：４月２１日（土）午後６時
場所：RCBC Plaza, Ayala Ave. cor.
Sen. Gil Puyat Ave., Makati
City
連絡先：893-1893 / 810-6233
mailto:intouch@I-manila.com.ph
● 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。
日時：４月２１日（土）
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
●“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、

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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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（土）
場所：Sofitel Harbor Garden Tent,
Philippine Plaza Hotel
Manila, CCP Complex, Roxas
Blvd., Pasay City
連絡先：551-5555
● PHBYC Family Boat Building
Weekend
家族、またはグループで一艘のボート
を造りあげるプログラムです。本物の
ボートを建造することで強い達成感を
得られます。
日時：４月２１日（土）２２（日）
場所：Taal Lake Yacht Club, Talisay,
Batangas
費用：P4500
連絡先：Rolly Perez 807-3422
● 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。
日時：４月２１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
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作品の展示です。
期間：４月２１日（土）～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２１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
● 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。
日時：
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

● 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

● Photography for Young
Photographers
７歳から１７歳対象のカメラ撮影教室

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

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 です。写真撮影の基本から現像まで、
本格的な写真家を目指します。
日時：
４月２１日（土）午前９時～午後５時
７歳～１２歳
４月２８日（土）午前９時～午後５時
１３歳～１７歳
場所：Filipinas Heritage Library,
Nielson Tower, Ayala
Triangle, Makati Ave., Makati
City
費用：P2200
連絡先：892-1801
mailto:events@filipinaslibrary.org
.ph
● 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２１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２１日（土）～３０日（月）
月曜日～土曜日
時間：午前７時～８時３０分

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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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２１日（土）午前１１時
題名：Quijote of La Mancha 1
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。

2007/04/20
日時：４月２１日（土）
午後１時３０分
題名：The Magic Forest
原題：El Bosque animado
邦題：にぎやかな森
製作：２００１年
監督：Angel de la Cruz, Manolo Gomez
出演：
（声）Nacho Aldeguer,
Mar Bordallo,
Claudio Rodriguez 他
解説：
１９４３年に出版された Wenceslao
Fernandez Florez 同題の小説が原作、
２００１年に再び CG アニメーション
で映画化。
日時：４月２１日（土）午後２時
題名：No One Writes to the Colonel
原題：
El Coronel No Tiene Quien Le Escriba
邦題：大佐に手紙は来ない
製作：１９９９年
監督：Arturo Ripstein
出演：Fernando Lujan,
Marisa Paredes,
Salma Hayek 他
解説：
軍人恩給を待ち続ける老大佐は、金曜
日ごとに恩給支給決定の通知が来ては
いないかと船着き場に行ってはみるも
のの、やってはこない。
場所：Salon de Actos, Instituto
Cervantes, 855 T.M. Kalaw St.,
Ermita, Manila
連絡先：526-1482～85
● 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。
日時：４月２１日（土）
午前９時３０分
題名：

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
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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。
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
● Salcedo Saturday Market
新鮮な果物、野菜、地方名産品、観葉
植物、軽食が楽しめるバザーです。入
場は無料です。
日時：毎週土曜日 午前６時から
場所：Velasquez Park, Leviste St.
(formerly Alfaro St.),
Salcedo Vill., Makati City
● Legaspi Sunday Market
フィリピン料理、韓国、日本、タイ、
中国、スペインの食材が揃います。籐
製品、陶器、蝋燭、アンティック、ア
クセサリーなど、豊富な品揃えです。
日時：毎週日曜日 午前７時から
場所：Legaspi Carpark, Corners of
Legaspi, Salcedo and Rufino
Sts., Legaspi Village, Makati
City
● Greenhills Sunday Market
新鮮な魚介類、肉類、野菜、果物が、
お得な値段で揃うバザーです。
日時：毎週日曜日 午前６時～正午
場所：La Salle cor. Conneticut st.,
Northeast, Greenhills, San
Juan

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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● WEEKEND DAMPA@TIANGGE SA DAMAR
日時：毎週土曜日
場所：#10 Damortis St, Damar Vill.,
Quezon City
連絡先：364-3694 / (0920)5391616
● 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。

【 明日は何の日？ 】
■ 千利休が豊臣秀吉の命により
切腹する（１５９１）
１５９１年４月２１日（天正１９年２
月２８日）
、
千利休が豊臣秀吉の命によ
り聚楽第で切腹しました。千利休は中
世末期、安土桃山時代の茶人で、何も
削るものがないところまで無駄を省い
て、
緊張感を作り出すというわび茶
（草
庵の茶）の完成者として知られていま
す。豊臣秀吉の聚楽城内に屋敷を構え
聚楽第の築庭にも関わり、碌も三千石
を賜わるなど、いわば茶人としての名
声の絶頂にあった利休は、突然、豊臣
秀吉の勘気に触れ、堺に蟄居を命じら
れます。前田利家や、利休七哲のうち
古田織部、細川忠興ら大名である弟子
たちが奔走しますたが、助命は適わず
京都に呼び戻された千利休は聚楽屋敷
内で切腹を命じられます。当時、７０
歳でした。死後、千利休の首は一条戻
橋で梟首させられました。切腹に際し
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ては、弟子の大名たちが千利休奪還を
狙う恐れから、軍勢が屋敷を取り囲ん
だと伝えられています。
■ 「富くじ」が幕府公認になる
（１７３０）
享保１５年４月２１日（１７３０年５
月１８日）
、禁止されていた富くじが、
特定の寺社だけに許されるようになり、
官営の籤として売り出されました。最
初に許されたのは京都の仁和寺です。
当時、幕府の財政難から寺社への補助
金が減らされ、寺社の修理費捻出のた
めに幕府が特別に許可をしたのです。
その富くじが江戸でも許されるように
なり、１８１２年には目黒不動と湯島
天神、１８１４年には谷中の感応寺で
も富くじが行われるようになりました。
この３つの富くじは「江戸の三富」と
呼ばれ、大人気でした。やがて、この
官許の富くじは、江戸だけで３１箇所
で行われるようになり、多い月には２
０箇所で行われました。富くじは一枚
一朱（一両の１６分の一）から一分（一
両の四分の一）で売られていました。
賞金も最初は２００両だった賞金が、
最後は一等千両となり、江戸の人々の
心を煽り続けました。
■ 日本で民間放送１６社に
予備免許が交付される（１９５１）
１９５１年
（昭和２６年）
４月２１日、
日本で初めて民放１６社に放送の予備
免許が与えられました。これを記念し
て日本民間放送連盟は、毎年この日を
「民放の日」と定めました。もともと
は「放送広告の日」という名称でした
が、１９９３年に「民放の日」に改称
しています。民間放送の第１号は、予
備免許取得後の同年９月１日にラジオ
本放送を開始した名古屋の中部日本放
送（ＣＢＣ）で、民放のテレビ本放送
第１号は、１９５３年８月２８日に開
始した日本テレビ（ＮＴＶ）でした。
民放と国営放送との最大の違いは「Ｃ
Ｍ」の有無ですが、最初のラジオＣＭ
とテレビＣＭはどちらも服部時計店
（現・セイコー）の「精工舎の時報」
でした。ＣＭといっても「精工舎の時
報が７時をお知らせします」というだ
けのものでした。そしていまやテレビ
と同様にＣＭも普段の生活から切り離
せない存在です。
詳細は、
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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/
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、
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
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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。

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。

【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

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。

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
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、

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）
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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
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。

【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

★ 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。

★ WINS スタッフ募集
マニラの WINS チャンネルでは、
製作ス

電話番号
東京０３－６４１９－３９００

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。

ＷＩＮＳ Ｃｌｕｂ Ｎｅｗｓ
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 】
■ 立て板に水（たていたにみず）
（ことわざ）
すらすらと良く喋ること、弁舌が流暢
なこと、滔々（とうとう）と立て続け
にものを言うことです。
用例：
狂・伊呂波
「そのやうに立て板に水を流すやうに
仰せられては、え覚えませぬ」
類語：立て板に豆
懸河の弁
対語：横板に雨垂れ
参考：
立てかけてある板に水を流すと、さっ
と下に流れ落ちることからで、水の流
れが速いことで、一般に「早い」
「速い」
などの比喩として使います。

2007/04/20
■ 蓼食う虫も好き好き
（たでくうむしもすきずき）
（ことわざ）
人の好みというものは様々で、一概に
は言えないものだということの喩えで
す。

- 8 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
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899-9008

527-3653
818-5150,816-2553
844-2120
923-0605

類語：十人十色
参考：
辛い蓼の葉を好んで食う虫もある、と
いう意味からです。

【 知ってなるほど 】
■ サイレンとは神話に出てくる
「海の魔女たち」のこと！？
皇居内、雉子橋を渡ったところの石垣
の上から撃たれた正午を知らせる空砲
を、人々はその音から「午砲（ドン）
」
といいました。
このドンも１９２９年（昭和４年）に
なるとサイレンに代わっていきました。
サイレンというのはギリシャ神話に出
てくる海の魔女たちのことで、この海
の精といわれる半人半鳥の彼女たちは
美しい歌声で、近くを通る船人を誘い
寄せて殺したという伝説が残っていま
す。
―――――――――――――――――

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
ベルギーの自動車部品メーカーで従業
員にオランダ語以外の言葉を話すこと
を禁止する規則を導入したそうです。
従業員の７０％が外国人労働者で「規
則は小派閥の乱立を防止するのが目
的」とありました。オランダ語が話せ
ない人はどうなってしまうのでしょう
か？自国の言語が話せないことはとて
も苦痛に思えるのですが。それも昼食
時も駄目だそうです。この規則に違反
した場合は解雇もあるそうです。こん
な窮屈な会社、皆さんは続けられます
か。
（ｈ．ｋ）
―――――――――――――――――
【 緊急サービス情報 】
★ 警察
メトロマニラ

166

★ 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
★ 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
★ 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

