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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）

院議員よりも、現職のビナイ市長を選
択しているようだ。ビナイ市長の支持
者が委託した最新のパルス・アジアの
調査結果による。４月１１日と１２日
に実施された調査によると、この地区
の登録選挙人の９４％は、３期目を目
指すビナイ市長に投票すると回答した。
ラピド候補に投票すると答えた人は僅
か３％だった。どちらの候補者にも投
票しないという回答者が残る３％だと
いう。

―――――――――――――――――

フィリピンニュース
―――――――――――――――――
＜夜版＞
◆ ＣＡＲ警察本部長
キャンベルさん殺害容疑者に
投降を呼びかける
アメリカ平和支援団体の女性ボランテ
ィアが遺体で発見されてから１週間が
経過した火曜日、コルディリエラ自治
区、ＣＡＲの警察本部のゴンザレス本
部長は、殺害容疑者に対して投降する
様にと呼びかけた。ゴンザレス本部長
は、木彫りの彫刻家、フアン・ドント
ゥガン容疑者が出頭し、今回の不可思
議な殺人事件について明らかにすべき
であると発言した。

◆ ケソン市
貧困層の集合住宅 建築へ
ケソン市は、プロジェクト６のバラン
ガイ・バスラに、５階建てのビル２棟
を建築することで、都市貧困住民と低
所得層の公務員の低コスト住居を提供
する事業を促進している。

◆ ジプニー横転事故
１人死亡３０人負傷
月曜日、キダパワン市の北コタバト・
ダバオ主要幹線道路における事故多発
地帯で、ジプニーが横転する事故が発
生した。
この事故で乗客１人が死亡し、
３０人が負傷した。
◆ マンダルーヨン市
銃撃戦で２人負傷
月曜日の夜、マンダルーヨン市で、銃
撃戦が発生し、９歳の男の子１人を含
む２人が負傷した。
警察当局によると、
本件の動機が解明出来ていないという。
◆ ピナイ市長
ラピッド候補を大幅に引き離す
マカティ市第２選挙区における選挙人
の大多数は、ライバル候補のラピド上

◆ 町長候補
襲撃される
選挙管理委員会、ＣＯＭＥＬＥＣが州
内における銃所持全面禁止令を下して
１週間も過ぎない内に、アブラ州ラン
ギデン町の町長候補が火曜日の未明に
襲撃された。
被害者は、
無事だという。
午前４時頃、バンゲド町バランガイ・
サン・アントニオで町長候補のボイェ
ット・カスティリヨさんが乗車した車
両２台の列に向けて、オートバイに乗
った男達が発砲した。前の車両に乗っ
ていたカスティリヨ候補の運転手と甥
が負傷し、病院に運ばれた。後ろの車
両に乗っていたカスティリヨ候補自身
は無事だった。
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今日のレート

午後４時現在

銀行レート \＝Ｐ０．３８８３(↓)
$＝Ｐ４７．５５ （↓）
市中両替所 \＝Ｐ０．４０２５(↓)
$＝Ｐ４７．６０ （↓）
＊矢印はペソの動きです。
（前日比）

◆ ヌエバ・エシハ州
村の職員３名が射殺される
月曜日、ヌエバ・エシハ州タルグトゥ
グの現職町長を支持している村の職員
３名は、何者かによって銃撃されたこ
とで死亡したという。
＜夕刊版＞
◆ ６人が３議席を争奪
－ ＳＷＳ調査
ソーシャル・ウェザー・ステーション、
ＳＷＳが４月１４日から１７日にかけ
て実施した全国調査の結果、選挙まで
残り１ヶ月足らずとなった現在、真正
野党、ＧＯの３人とチーム・ユニティ
ー、
ＴＵの２人、
そして無所属の１人、
合計６人が上院議員の最後の３議席を
争っているという。３議席を争奪して
いるのは、ＴＵのソットー元上院議員
と無所属ホナサン氏、ＧＯのココ・ピ
メンテル氏、ＧＯのタルラック選出ア
キノ下院議員、ＴＵのブキッドノン選
出ズビリ下院議員、そしてＧＯのロコ
氏となっている。
◆ 当確トップ３
ＳＷＳが３度に渡って実施する選挙の
事前調査の内、２度目となる今回の調
査によると、４月の中旬時点で９人の
候補者の当選が確実だという。１位は
５８％のレガルダ元上院議員、２位は
４５％のビリヤール上院議長。３位タ
イが４１％のラクソン上院議員とソル
ソゴン選出のエスクデロ下院議員。上
位４人は、いずれもＧＯの公認候補だ
という。

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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◆ その他の当選確実候補者
５位は３９％でパンギリナン上院議員
だという。そして、ＴＵのレクト上院
議員が３６％で６位となり、アンガラ
上院議員が３５％の７位、アロヨ上院
議員が３２％で８位となっている。そ
して９位は３１％で、ＧＯ公認のタギ
ッグーパテロス選出のカエタノ下院議
員だという。
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う。
◆ キャンベルさん殺害事件
複数の容疑者 －警察当局
アメリカ平和支援団体のボランティア、
ジュリア・キャンベルさんが殺害され
た事件を担当する捜査官によると、こ
の事件の容疑者は１人だけではない可
能性があるという。地元のテレビ局が
報じた。

- 2 ◆ ＰＮＰ
４４４バランガイを厳重監視
フィリピン国家警察、ＰＮＰは、ミン
ダナオ島南部の地域で共産主義ゲリラ
による脅威が存在することが判明した
ことで、
５月１４日の中間選挙の際に、
同地域の少なくとも４４４ヶ所のバラ
ンガイを厳重に監視することにしたと
いう。
（ 提供: Early Bird News Service ）

◆ レバノンの雇用悪条件
ＯＦＷ１６人が帰国
レバノンで雇用主に酷使されていたと
いう１６人の海外フィリピン人就労者
は火曜日、マニラに帰国する予定とな
っている。月曜日、地元のテレビ局が
報じた。

◆ ＮＡＩＡ 扇風機３０台を設置
夏季の焼け付くような太陽による猛暑
から、マニラ国際空港管理庁、ＭＩＡ
Ａは大至急、ニノイ・アキノ国際空港
に３０台以上の業務用扇風機を設置し
た。

◆ アロヨ大統領
５月に豪州訪問
アロヨ大統領は来月、環境志向の観光
をより促進する為に、オーストラリア
とニュージーランドを訪問する予定と
なっているという。

◆ モンティンルパ市
公立小学校新設
金曜日、モンティンルパ市は、新しい
公立小学校を開校するという。
月曜日、
関係者が明らかにした。

◆ ケソン市
環境に優しい建物を義務づける
ケソン市評議委員会は、新規に建築す
る建造物が環境に優しいものであるこ
とを義務づける「グリーン・フラ・ス
トラクチャー」
条例を推進するという。

◆ ラス・ピニャス市と
パラニャケ市
野鳥保護区
月曜日、アロヨ大統領は、パラニャケ
市とラス・ピニャス市の沿岸の浅瀬を
渡り鳥が飛来する保護区とすることを
宣言した。地元のテレビ局が報じた。

＜午後版＞
◆ キャンベルさん最後の撮影写真
重要証拠？
アメリカの平和支援団体のボランティ
ア、ジュリア・キャンベルさんが殺害
された事件について、警察当局は、被
害者がイフガオ州バナウェの山間部で
最後に撮影したとみられる可能性が高
い写真を確認した。この写真は、この
事件の謎を解く鍵になるかもしれない
という。ＧＭＡの報道番組「サクシ」
の報道によると、警察当局がこの写真
を現在追跡の対象としている容疑者の
証拠物件として使う可能性があるとい

◆ ケソン市スラムの火災
月曜日、ケソン市ディリマンにあるス
ラム地区で発生した火災によって、民
家およそ５０軒が全焼した。

日時：４月２８日（土）午後５時
場所：Boracay Island (Summer Event
c/o Lifestyle Asia Channel) ,
Aklan

◆ 大統領府
各国のミンダナオ島への
渡航勧告に関知せず
アメリカを始めとするオーストラリア
やカナダ各国は、テロの脅威が認めら
れるとして、ミンダナオ島地区への渡
航自粛勧告を発した。この渡航勧告に
ついて、大統領府は月曜日に関知しな
い姿勢を示した。

日時：４月３０日（月）午後８時
場所：Kapisanan ng Broadcasting ng
Pilipinas

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

―――――――――――――――――

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 】
☆ Navarro
フィリピン大学出身の若きボサノバの
女王‘Katrina "Sitti" Navarro’のサ
マーコンサートです。
日時：４月２６日（木）午後８時
場所：Bluewave, Macapagal Ave.,
Pasay City

連絡先：724-7551 / 724-7558
☆ Play For Peace:
Acoustic Battle of the Bands
フィリピン南部で行われている戦闘に
より学校に通えない子供たちを助ける

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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ことを目的とした、バンドコンサート
です。
参加バンド：
The Band Glenn, Lucky Bogart's Music
Experience, 4th Degree, Testing
Waters, Kamuning Drive, Capsule,
Pedxing, Marinel, Tofu, Nyoy Volante,
Hilera, RJ Jimenez, 6cyclemind ,
Clarasbliss
日時：４月２５日（水）午後７時
場所：Bagaberde, CCP Complex Boom na
Boom Grounds, Sen. Gil Puyat
Ave. cor. Roxas Blvd., Pasay
City
連絡先：Tel. 831-2242
☆ A.M.D.G.
(Hitting T-birds While Stoned)
A.M.D.G.(Hitting T-birds While
Stoned) と 題 し た ‘ Robert
Langenegger’の最新絵画展示会です。
『神のより大きな栄光のために』とし
ながら、宗教（特にカトリック教）が
世界としてのコメディが自由主義の要
因と定義されるかがテーマです。
期間：４月２８日（土）まで
場所：Mag:net Gallery Katipunan,
AGCOR Building, 330 Katipunan
Ave., Loyola Heights, Quezon
City
連絡先：Jet Marcelino 929-3191
☆ Invenio
７回目のアニバーサリーを迎えるコイ
ンシアターのステージは、
Palanca-Award に輝いた‘Niel de Mes’
の‘INVENIO’です。物語は、両親から
引き離されて移住した、恵まれない子
供たちの厳しい運命を中心に展開しま
す。
日時：５月２６日（土）
午後７時３０分
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場所：SM MegaMall Cinema 9, Edsa cor.
Julia Vargas Ave.,
Mandaluyong City
連絡先：433-7886 / 0917-9726514
☆ Sa Ngalan Ng Anak
Dulaang Unibersidad ng Pilipinas が
おくる、
‘Arthur Miller‘の‘ALL MY
SONS’です。タガログ版に翻訳され‘SA
NGALAN NG ANAK’となります。飛行機
部品製造の機械工場を経営する男たち
が戦争に翻弄されていく様を描きます。
日時：
５月０２日（水）午後７時
５月０３日（木）午後７時
５月０４日（金）午後７時
５月０５日（土）
午前１０時・午後３時・午後７時
５月０６日（日）午前１０時・午後３
時
５月０９日（水）午後７時
５月１０日（木）午後７時
５月１１日（金）午後７時
５月１２日（土）
午前１０時・午後３時
５月１３日（日）
午前１０時・午後３時
場所：Teatro Hermogenes Ylagan
Theatre, University of The
Philippines Diliman, Quezon
City
連絡先：Luz de Luna 0927-6206224 /
926-1349 / 981-8500 loc.2449/ 2450

【 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２５日（水）～２６日（木）

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 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
● New Zealand Animation Contest
ニュージーランドの主要なデザイン学
校入学、来年度までのプロモーション
活動のチャンスです。アニメーショ
ン・コンテストの入賞者は、スカイケ
ーブルでの作品放映も保証されます。
申込期間：
４月２５日（水）～５月２日（水）
申込場所：
New Zealand Trade & Enterprise, 23rd
Level BPI Buendia Centre, Senator
Gil Puyat Ave., Makati City
連絡先：Ms. Cheril Chua 891-4625
mailto:manila@nzte.govt.nz
● 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２５日（水）～２７日（金）
場所：The Podium, 18 ADB Ave.,
Ortigas Center, Mandaluyong
● 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２５日（水）～２７日（金）
場所：Alliance Total Gallery,
Alliance Francaise de
Manille, 209 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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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２５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
● Building Modernity
２０世紀のモダニズムのフレームワー
クの範囲内で作成された構造設計の展
示会です。
期間：４月２５日（水）～５月２日（水）
場所：Museum Foundation of the
Philippines, People Finance
Road, Manila
連絡先：404-2685
mailto:inquiry@museumfoundationph.
org
● 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２５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

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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● 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２５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
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
● Children's Theater 1 - Workshop
(Ages 6-8)
PETA Theater Center 主催による、６
歳～８歳の子供対象のシアター・ワー
クショップです。ダンス、歌、ゲーム、
絵画、操り人形、ストーリー・テリン
グを通して演劇の世界を学びます。
期間：４月２５日（水）～５月２日（水）
午前８時～午後５時
場所：PETA Theater Center, 5 Sunny
Side Drive, Bgy. Kristong
Hari, New Manila, Quezon City
連絡先：725-6244 / 410-0822
● Children's Theater 2 - Workshop
(Ages 9-12)
PETA Theater Center 主催による、９
歳～１２歳の子供対象のシアター・ワ
ークショップです。音楽、ダンス、所
作、視覚芸術、詩、短編小説の執筆、
ストーリー・テリング、ゲーム、ドラ
マ、格闘技を通して、演劇の想像力と
才能の鍛えます。

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 期間：４月２５日（水）～５月２日（水）
午前８時～午後５時
場所：PETA Theater Center, 5 Sunny
Side Drive, Bgy. Kristong
Hari, New Manila, Quezon City
連絡先：725-6244 / 410-0822
● Children's Theater Production
Workshop
PETA Theater Center 主催による、シ
アター・プロダクション・ワークショ
ップです。既にシアター・コースを経
験されたお子さま向きです。実際に物
語りをつくり、場面を組み立てます。
民話やおとぎ話からの解釈も学びます。
期間：４月２５日（水）～５月２日（水）
午前８時～午後５時
場所：PETA Theater Center, 5 Sunny
Side Drive, Bgy. Kristong
Hari, New Manila, Quezon City
連絡先：725-6244 / 410-0822
● 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：
４月２５日（水）～５月４日（金）
５月７日（月）～６月１日（金）
連絡先：pia 0920-9030815
【 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？ 】
■ フランスでギロチンが
実用化される（１７９２）
１７９２年４月２５日（寛政４年３月
５日）
、
ギロチンによる初めての処刑が

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
行われました。死刑囚はニコラ・ジャ
ック・ペルティエという辻強盗傷害事
件の犯人でした。当時、フランス革命
後の恐怖政治により、毎日、何百人も
の処刑者を出す惨状でした。そこで、
死刑囚の苦痛を少しでも軽減しようと
思い立った、医師ジョゼフ・ギヨタン
が必殺断首台を発明します。
「受刑者の
痛みを軽減させる」
「身分に関わりなく
同じ方法で行なえる」というもので、
内科医で国民議会議員だったジョゼ
フ・ギヨタンが提案して議会で採択さ
れた後、外科医のアントワヌ・ルイが
設計しました。そのため当初この断頭
台は「ルイゼット」または「ルイゾン」
と呼ばれていましたが、提言者のギヨ
タンの方が有名になり、
「ギヨチーヌ
（Guillotine）
」
（
「ギロチン」はドイツ
語読み）
という名称が定着したのです。
■ ハワイ移民第１号１２０余名が
横浜港を出発する（１８６８）
１８６８年（明治元年）４月２５日、
ハワイ移民の先駆者たち１２０余名が、
幕府の許可を受けずに横浜港をイギリ
ス船「シオト号」で出発しました。時
は江戸末期、ハワイ名誉領事から、さ
とうきび畑の労務者募集がありました。
その依頼を仕切ったのは、横浜の大親
分・木村半兵衛です。男子１５０名、
女子３名が集まったものの、１５３人
を乗せてイザ出発と言うところで幕府
の役人から「海外渡航まかりならぬ」
の通知を受けます。その後、将軍慶喜
が江戸城を明け渡すとの報を聞き、幕
府の動揺に乗じて、木村半兵衛は密航
を決意します。とがめられたら「伊豆
へ行く」
との口裏を合わせ、
移民一同、
印半纏に股下姿の作業服姿に変装させ、
この日、横浜港を出発したのです。３
５日かけてハワイに到着した一行は大
歓迎を受けたということです。この年
の９月８日には改元されて明治元年と
なっています。

2007/04/24
■ 国連記念日（１９４５）
１９４５年
（昭和２０年）
４月２５日、
第２次世界大戦の終結を間近にして、
連合国５０ヶ国の代表が集まりサンフ
ランシスコ会議が開かれました。これ
が 最 初 の 国 際 連 合 総 会 （ United
Nations General Assembly）です。会
議は国際連合の機構についての審議が
行なわれ、６月２６日には国際連合憲
章が採択されました。国連をつくろう
という考えは、第２次世界大戦（１９
３９～１９４５年）の惨禍の中で生ま
れました。この戦争で数百万人の人々
が犠牲となり、さらに数百万人の人々
が避難を余儀なくされ、都市は破壊さ
れました。戦争を終わらせるべく協力
していた世界の指導者たちは、平和を
もたらし将来の戦争を防止するような
仕組みを作る必要を強く感じていまし
た。すべての国々が世界的な組織を通
じて協力しなければ、これが実現しな
いことを悟ったのです。そして、この
組織となるべきものが国連でした。
詳細は、
http://winsmanila.com/oshirase/wha
tday.htm
こちらをクリックしてください。

【 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１９日
パラニャーケ市の住宅地に小型飛行機
が墜落。臨時サーバーに動画をアップ
しました。

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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弊社諸事情により、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。
臨時ニュースに関しましては、動画を
ご覧頂けます。
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
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。

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
【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
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。

2007/04/24
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
【広告の表示様式】 １回５秒
（１ヶ月間）

- 6 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。

★ 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？

★ 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。

業務内容：

★ 電子版 WINS CLUB NEWS

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 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/

2007/04/24
華やかで、歩いている姿は百合の花の
ように清らかであるという意味からで
す。

【 知ってなるほど 】
■ メートルの当て字は
「米突」だった！？
１７９０年に定められた１メートルの
基準は、地球の子午線に沿う円周の４
千万分の１でした。このメートルを幕
末から明治の初めにかけて「米突」の
漢字を当てていました。
メートル「metre」はフランス語で、ギ
リシャ語のメトロンから出ています。
この長さの単位を提案したのはフラン
ス人タレーランで、これを受けてフラ
ンス科学学士院委任会が調査したのち
制定しました。
―――――――――――――――――

【 ことわざを学ぼう 】
■ 縦の物を横にもしない
（たてのものをよこにもしない）
（慣用句）
面倒臭がって何もしないことの喩えで
す。
用例：
父は仕事から帰ると、テレビの前で縦
のものを横にもしない。
類語：横のものを縦にもしない
参考：
向きを変えることさえしない、という
意味からです。
■ 立てば芍薬座れば牡丹
歩く姿は百合の花
（たてばしゃくやくすわればぼたん
あるくすがたはゆりのはな）
（慣用句）
美人の姿を形容する言葉で、華麗な、
または艶やかな美人のことをいいます。
参考：
立っている姿は芍薬の花のように美し
く、座っている姿は牡丹の花のように

編 集 部 よ り
―――――――――――――――――
弊社、諸事情によりホームページの動
画を現在、ご覧になることが出来ませ
ん。視聴者の皆様には、大変ご迷惑を
お掛けしております。ご覧になれるよ
うになりましたら、ご連絡申し上げま
す。但し、臨時ニュース等に関しまし
ては、
臨時サーバーにてご覧頂けます。
今後も、ＰＨＩＬ－ＪＡＰＡＮ ＮＥ
ＷＳをご支援の程、宜しくお願い申し
上げます。
（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

- 7 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
★ 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
818-5150,816-2553
844-2120
923-0605

★ 病院
マニラ地区
Philippine General Hospital
521-8450

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

“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
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