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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＞
◆ スポーツ大会開会式参列の校長
熱射病で死亡
南コタバト州コロナダル市で開催され
ている全国スポーツ大会の開会式に参
列していた小学校の校長が熱射病で倒
れ、死亡した。またルソン島中部から
の審判員チーム、パラロン・パンバン
サのメンバー１人が病院に急送された
という。月曜日、地元のテレビ局が報
じた。
◆ ホナサン元上院議員
無所属のまま
月曜日、ホナサン元上院議員は、選挙
運動に多忙を極めていることから、与
党のチーム・ユニティー、ＴＵや真正
野党、ＧＯのいずれかとの合意に至っ
ていないと発言した。
◆ ケソン市
男性が射殺される
月曜日、ケソン市バランガイ・ホーリ
ー・スピリットで男性が撃たれて死亡
した。ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じ
た。
◆ ケソン州 選挙関連の殺人事件
日曜日の夜、ケソン州ジェネラル・ナ
カール町で開催された政治集会で、政
治的指導者が銃撃されて死亡したこと
で、同州における選挙関連の殺人事件
の事態が悪化した。

◆ イサベラ州
村長殺害事件
月曜日、イサベラ州アウロラ町で、オ
ートバイに乗った男達が村の首長を狙
撃し、
殺害するという事件が発生した。
ラジオ放送局、ｄｚＭＭが報じた。
◆ ラグナ州
副町長候補襲撃事件
ラグナ州サン・パブロ市の副市長に立
候補した同市の評議員は日曜日の未明、
オートバイに乗った２人組の男達によ
る待ち伏せ攻撃を受けた。幸い被害者
の命に別状は無いという。
◆ サマール州の交戦
４人死亡
サマール州サンタリタ町郊外で週末に
展開された交戦によって、国軍兵士１
名と民兵が共産主義ゲリラ２人と共に
死亡したという。月曜日、国軍当局が
発表した。
＜夕刊版＞
◆ 米ボランティア殺害事件
即時解決を －アロヨ大統領
アロヨ大統領は、ジュリア・キャンベ
ルさん殺害事件について、フィリピン
国家警察、ＰＮＰのカルデロン長官に
対して「事件の即時解決」を求めたと
いう。
◆ メラルコ
５月に消費者への還付金
マニラ電力社、メラルコは５月に１キ
ロワット時あたり５６センタボを消費
者に還付する予定だと発表した。これ
は、昨年の１１月と１２月に発電料金
の調整を実施したことによるものだと
いう。
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８５２(↑)
$＝Ｐ４７．２５ （↑）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０００(↑)
$＝Ｐ４７．５０ （↑）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

◆ ＭＭＤＡ
「安全な学校」への入学を呼びかけ
マニラ首都圏開発管理庁、ＭＭＤＡの
フェルナンド長官は日曜日、全ての学
生に対して、今年の学年度中の安全を
確保する為にフィリピン国家建築法典
に従っている学校に限って入学手続き
をすべきであると指摘した。
◆ 闘鶏場で銃撃事件 ５人死亡
日曜日、ケソン州サリアヤの闘鶏場で
銃撃事件が発生し、５人が死亡したと
いう。ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じ
た。
◆ マニラ首都圏で相次ぐ火災
民家１４軒全焼
日曜日、ケソン市やマニラ市内で火災
が発生し、合わせて民家１４軒が全焼
したという。
地元のテレビ局が報じた。
◆ ＮＡＩＡ３の欠陥問題で
竹中工務店と再協議 －ＭＩＡＡ
マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡＡの技
術コンサルタントとニノイ・アキノ国
際空港第３ターミナル、通称ＮＡＩＡ
３を建設した日系の竹中工務店の代表
者が来週、設備の「構造的欠陥」につ
いて協議する為の話し合いを予定して
いるという。
＜午後版＞
◆ アロヨ大統領
中国訪問から帰国
アロヨ大統領は短時間の中国訪問を終
えて土曜日の午前中に帰国した。アロ
ヨ大統領は、ボアオで行われたアジア
関連のフォーラム年次総会に出席し、

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

2007/04/23

１,３００人の実業家や政治指導者を
前に演説した。

タバト州の街で日曜日に爆弾の爆発事
件が発生し、村人１人が負傷した。

◆ アロヨ氏の写真公開
２週間前にケソン市のセント・ルーク
ス・メディカルセンターで心臓手術を
受けたアロヨ大統領の夫、ホセ・ミゲ
ル・アロヨ氏の回復を証明する為に、
大統領府は日曜日に、孫娘の１人と一
緒に撮影した写真を公開した。

◆ カナダ政府も
ミンダナオ島への渡航警告
カナダ政府は、ミンダナオ島における
テロ事件の脅威を懸念し、この地区へ
の渡航を自粛する様にと自国民に対す
る勧告を発した。

◆ マイク・アロヨ氏
発熱で退院延期
４月９日に大動脈瘤除去の手術を受け
て以来、国民に姿を見せていないマイ
ク・アロヨ氏の容態に関する憶測が飛
び交う中で、
同氏の写真が公開された。
アロヨ氏は土曜日に退院を予定してい
たが、主治医のセルバンテス医師によ
ると、金曜日の夜に発熱したことから
退院許可が撤回されたという。
◆ 米国大使館
女性ボランティアの葬儀執行
日曜日、アメリカ大使館は、遺体で発
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
の特別葬儀を執り行った。日曜日の報
道番組によって報じられた。
◆ 葬儀場周辺の警備強化
当局は、パサイ市の葬儀場に安置され
ていたアメリカ平和支援部隊の女性ボ
ランティア、ジュリア・キャンベルさ
んの遺体公開を認めなかった。
日曜日、
ラジオ放送局、ｄｚＢＢが報じた。同
報道によると、ジュリア・キャンベル
さんの遺体は土曜日にパサイ市にある
リサール葬儀場に移送された後、同市
警察署とアメリカ大使館の職員が同地
域の警備を強化したという。
◆ 北コタバト州
爆弾爆発事件
アメリカとオーストラリアがテロの脅
威に関する渡航勧告を発していた北コ

◆ 民間団体の模擬選挙
９対１で野党優勢
出稼ぎ労働者団体、ミグランテ・イン
ターナショナルが実施した模擬選挙の
結果、真正野党、ＧＯの候補者が優勢
という結果となった。ＧＯの候補者は
９対１で与党、チーム・ユニティー、
ＴＵを圧倒した。トップ１２の残る議
席は、無所属の候補者が選ばれたとい
う。
◆ 模擬選挙
結果発表
民間団体の模擬選挙の調査によると、
ＧＯのレガルダ候補が１,８５２票で
首位に選ばれたという。ビリヤール候
補が１,４３８票で２位に続き、
カエタ
ノ候補が１,３２８票で３位となった。
エスクデロ候補は１,３１６票で４位。
ラクソン上院議員と無所属のパンギリ
ナン候補が共に１,２２１票を獲得し
両候補共に５位となった。ＧＯのピメ
ンテル候補が１,１５３票で７位とな
り、アキノ候補が１,０８１票の８位。
９位で１,０２０票のレクト候補が１
２議席中に入った唯一の与党候補だっ
た。野党公認のロコ候補が９４８票の
１０位で無所属のホナサン候補が８２
９票の１１位、ＧＯのオスメーニャ候
補が７７４票の１２位に入っている。

―――――――――――――――――

お 知 ら せ
―――――――――――――――――

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

http://friendshipmanila.com/
担当 岩崎、桑山まで

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 】
☆ 在フィリピン日本国大使館
（平成１９年４月２０日）
４月１９日付けで、外務省より渡航情
報（スポット情報）が発出されました
ので、
以下の通りお知らせいたします。
（件名）フィリピン：
テロの脅威に関する注意喚起
（内容）
１．在フィリピン米国大使館は 4 月 19
日付けで注意喚起（Warden Notice）を
発出し、数日中に中部ミンダナオ地域
でテロ攻撃が行われる可能性があると
して、同地域への渡航の是非は慎重に
決めるべきであるとしています。
２．ミンダナオ地域においては、最近
では 2006 年 10 月及び 2007 年 1 月に相
次いで爆弾テロ事件が発生しています。
また、4 月 18 日には、背景等詳細は不
明ですが、ミンダナオ島のコタバト市
で爆発事件が発生し、1 人が死亡して
います。
３．つきましては、フィリピンへの渡
航・滞在を検討されている方は、渡航
を予定されている地域の危険情報のほ
か、累次スポット情報等を踏まえ、渡
航の是非を含め自らの安全につき真剣
に検討を行うようお勧めします。
また、
事前に外務省、現地の在外公館（下記
参照）や関係機関、現地報道等より最
新情報を入手するよう努めてください。

（ 提供: Early Bird News Service ）

国内旅行・海外旅行

mailto:ftrc@pldtdsl.net
mailto:fstmn@pldtdsl.net
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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

（問い合わせ先）
外務省領事局邦人テロ対策室
（テロに関する問い合わせ）
電話：
（代表）03-3580-3311（内線）3678

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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外務省海外安全相談センター
（国別安全情報等）
電話：
（代表）03-3580-3311（内線）2902
外務省海外安全ホームページ：
http://www.mofa.go.jp/anzen/
在フィリピン日本国大使館
（在マニラ日本国総領事館）
電話：
（63-2)551-5710
FAX：
（63-2)551-5780
在セブ出張駐在官事務所
電話：
（63-32)231-7321,231-7322
FAX：
（63-32)231-6843
在ダバオ出張駐在官事務所
電話：
（63-82)221-3100
FAX：
（63-82)221-2176
☆ Beach Hut's Skimboard Summer '07
走って乗るサーフィン、波打ち際のス
ケートボードとして若者に大人気のス
ポーツ‘Skimboard’の講習会が開催さ
れます。２時間無料で受けられます。
期間：
５月２２日（火）～６月１０日（日）
場所：Station 2, Boracay
連絡先：0921-6886996

2007/04/23
Drive, Filinvest Corporate
City, Alabang, Muntinlupa
City
連絡先：809-8495
☆ Lean to Swim
大人から子供まで、初心者から上級者
まで、
クラスに分けての水泳教室です。
個人レッスンも受け付けます。
期間：
５月４日（金）まで
５月７日（月）６月１日（金）まで
連絡先：pia 0920-9030815
☆ Belly Dancing
フィリピンでも人気上昇中のベリーダ
ンスの本格的なレッスンです。また、
子供向けのハワイアン、タヒチアンダ
ンスも開講しました。
その他：
Yoga, Hi-Low Aerobics, Dance Fusion,
Latin, Jazz, Striptease Aerobics,
Hip-Hop, ballroom Dancing,
Step Aerobics

- 3 【 明日です 】
● Leaps and Bounds Youth
Leadership Adventure Camp
９歳～１８歳対象のアドベンチャーキ
ャンプです。それぞれの責任感、チー
ムプレー、自然環境に対する愛情をは
ぐくみます。
日時：４月２４日（火）～２６日（木）
場所：Lagos del Sol Resort, Lake
Caliraya, Cavinti, Lumban,
Laguna
費用：P14900
連絡先：Nikki Romero 0919-5109400
mailto:leapsandbounds@mgtstrat-asi
a.com
● Capiz
フィリピンの現代アーティスト、Tito
Estrada による最新作品は、磨りガラ
スのように美しいカピス貝を活かした
作品群です。
期間：４月２４日（火）～２７日（金）
場所：The Podium, 18 ADB Ave.,
Ortigas Center, Mandaluyong

☆ Papier
紙を使った作品の展示会です。立体的
な紙による不思議な造形をごらんいた
だけます。

場所：Lateefa International, Unit
317, 3rd Flr. AIC Burgundy
Empire Tower, ADB Ave. cor.
Sapphire and Garnet Road,
Ortigas Center, Pasig City
連絡先：
0917-8541130 Neth Nuque
0921-2134053 Jane Flores

アーティスト：
Juvenal Sanso, Mario Parial,
Federico Aguilar Alcuaz,
Lydia Velasco, Carlo Magno,
Katrina Baluyot

☆ Ballet and Taekwondo
子供対象のクラシックバレエ、大人か
ら子供までのテコンドーのワークショ
ップです。初回は無料の体験レッスン
を受けられます。

期間：４月２４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

期間：５月３日（木）まで
場所：Galerie Francesca, Festival
Supermall 3rd Level,
Corporate Ave. cor. Civic

場所：Fitnez One, 130 Magallanes Ave.,
Magallanes Vill., Makati City
連絡先：Candy
0917-8343787 / 0917-8122639

● 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

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

● 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。

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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品がテーマです。
期間：４月２４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
● 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
● 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。

2007/04/23
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２４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
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。

【 明日は何の日？ 】

● Yoga Classes
at the Mandarin Oriental
ヨガの起源であるインドのインストラ

■ 植物学の日（１８６２）
４月２４日は「植物学の日」です。
「日
本の植物学の父」と呼ばれる植物分類
学者の牧野富太郎が、文久２年４月２
４日（１８６２年５月２２日）
、高知県
高岡郡佐川町に生まれたことにちなみ
ます。９４歳でこの世を去るまでに新
種、変種を含めた２５００種もの植物
を発見・命名し、残した標本はおよそ
５０万点です。小学校を中退して、す
べて独学で研究を続けた成果でした。
また植物画の名手としても知られる牧
野富太郎は１９０８年に『植物図鑑』
を著し、その後改訂・改題をかさねて
現在では『原色牧野植物大図鑑』とし
て刊行、時代を越えて読みつがれてい
ます。ちなみに牧野富太郎は一流の植

FUJITSU

さくらグループ

期間：４月２４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

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 物学者としても有名ですが、家の財産
を使い果たして貧困に苦しみながら研
究を続けた「独学・苦学の研究者」と
しても有名な人物です。身の回りのも
のはすべて一流品でそろえていたこだ
わりもあったそうです。
■ 第１回日本ダービーが開催される
（１９３２）
１９３２年（昭和７年）４月２４日、
第１回の日本ダービー（当時の名で東
京優駿大競争）が東京の目黒競馬場で
行われました。この日は雨の為あいに
くのコンディションとなりましたが、
１９頭の明け４歳馬が桧舞台を踏み、
宮内庁御陵牧場で生まれた「ワカタカ
号」が優勝し賞金２万３５００円を獲
得しました。ワカタカは、終始先頭を
譲らず４馬身差をつけた圧勝でした。
配当は単勝で馬券１枚２０円につき３
９円でした。小学校教員の初任給は５
５円の時代です。１９２９年（昭和４
年）以前に東京競馬倶楽部会長の安田
伊左衛門が競走馬生産者達から「イギ
リスのクラシック競走であるダービー
ステークスのような高額賞金の大競走
を設けて馬産の奨励をしてほしい」と
言う意見を真摯に受け止め、馬産の衰
退を食い止める手段として、イギリス
のエプソム競馬場のダービーステーク
スを範して開催されました。
■ 日劇ダンシングチーム
最終公演を行う（１９７７）
１９７７年
（昭和５２年）
４月２４日、
東京・有楽町の日劇で、日劇ダンシン
グチーム（ＮＤＴ）の最終公演「ボン
ジュールパリ」が上演されました。日
劇のデビューはＳＫＤと人気を二分し
ていましたが、結成から４０余りで幕
を閉じました。日劇ダンシングチーム
（ＮＤＴ）は「ジャズとダンス」で初
公演を飾り、東京日本劇場専属の舞踊
団として発足したダンシングチームで
す。厳しい訓練を受け、群舞を中心と
するスピーディーな華やかなステー

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

2007/04/23

ジ・ショウをつくり上げて好評を博し
ましたが、この日の最終公演を最後に
活動を停止しました。戦後は昭和２０
年１２月１３日に早くも復活、学生や
地方からの観客で人気を集め、昭和２
３年にＳＫＤの川路龍子などがゲスト
出演した世界のクリスマスショーでは
５日間で３万人を動員、昭和３４年に
はダンサー３００人を抱えた当時、ピ
ークを迎えていました。

ご贈答用にＷＩＮＳ石鹸を是非、
ご利用下さい。

詳細は、
http://winsmanila.com/oshirase/wha
tday.htm
こちらをクリックしてください。

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。

【 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。

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。

【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

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 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、
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。

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
【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）
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：

2007/04/23
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。

- 6 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 】
★ 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 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

■ 楯に取る（たてにとる）
（慣用句）
あるものごとを理由にして、相手の質
問や追及を交わしたり、また、自分の
有利さを主張する手段にしたりするこ
とです。
用例：
相手の弱みを盾に取って攻撃する。

“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
類語：楯につく
参考：
「楯」は、敵の矢・やり・刀などを防
ぐ道具です。
■ 伊達の薄着（だてのうすぎ）
（慣用句）
寒い時にも我慢をしてわざと薄着をす
るように、無理をして格好良く見せよ
うとすることの喩えです。
粋（いき）を気取る人は、着膨（きぶ
く）れを嫌って常に薄着をしていると
いうことです。
参考：
「伊達」は格好だけを気にして見栄を
張る、という意味です。昔、伊達政宗
（だてまさむね）の家来が派手な服装
をして人目をひいたからという話もあ
ります。
【 知ってなるほど 】
■ 昔の「競べ馬（くらべうま）
」が
競馬になった！？
日本の競馬の歴史は古く、文武（もん
む）天皇の天宝元年（７０１年）５月、
端午節の儀式に武徳殿で競べ馬の催し
があったと記録が残っています。
一時中断し、堀河天皇の寛治７年（１
０９３年）
、
京都上賀茂別雷神社の賀茂
競馬が行われだしてから、競馬が復興
しました。
「当て馬」という言葉がよく
使われます。優秀な者を牽制するため
に別の候補を立てることですが、もと
は牝馬の発情を促すための牡馬のこと
でした。
―――――――――――――――――

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――

2007/04/23
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1 週間の始まりの月曜日です。
3 月の後
半ぐらいからは毎日がとても暑く、日
中は外に出たくなくなるほどの暑さ。
夜は夜で寝苦しい季節です。皆さん、
体調管理には十分、注意して下さい。
今週末からは、フィリピンには大勢の
観光客等が、来比されると思います。
十分、仕事の疲れを取り、リフレッシ
ュして下さい。羽目を外すのも結構で
すが、外しすぎると痛いしっぺ返しが
ありますので、程ほどに。
（ｈ．ｋ）
―――――――――――――――――
【 緊急サービス情報 】

（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

★ 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

★ 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
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

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

★ 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

★ 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
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

