Philippines Information (フィリピン情報）
It was February 1 2009, that I moved my residence here in the Philippines. My purpose to live
abroad is to try to do something on the international stage. Oh, big talk!? This is going to be
what I call "the fourth stage of my life" with my life of the first, second and third stage, finally
coming to the fourth one. You could see what happened to me during those times up until this
age of 77, by clicking"Profile in English".
My wish for this site is to introduce the Philippines and its people to my visitors for better
understandings and relationship between Japan and the Philippines. I am proud of being able
to introduce far much suitable person, however, for telling about this country and its people,
who published a book "The Philippines Miss understood" and a short essay titled "Japanese
People Should Learn from Filipinos 1. 2. 3.". He is M r. Masafumi Kasai.
此処フィリピンへ「移住」したのは２００９９年２月１日でした。様々の計画があってのことですが、株式会社ロジ
タントを引退して、「健康・生きがいづくりアドバイザー／原爆生存証言者」として新たな人生を歩み始めました。
題して「人生四毛作」へのチャレンジです。満７７歳を過ぎて、人生四毛作へのチャレンジとは!?と首を傾げる方
も少なくないと思います。
フィリピンに移住することを決意したひとつの理由は、センチメンタリズムでは決してありませんが、戦時中に日
本兵はもとより、地元フィリピンの市民や兵 士さんをはじめ、アメリカ兵など多くの犠牲者が眠っています。そ
の多くは遺骨すら収集されていません。そうした方々への想いと祈りの心をを抱きながら晩年人生を過ごすの
も価値があると考えてのことでもあります。それだけに、フィリピンとその国の人たちを母国日本の人たちに伝
えることにも意義があると考えてことでもあります。
最近のことですが、ウェブサイトの編集作業でトラブルに遭遇し、それが元で編集作業なかんずく、文章作りの
手法で 気付かぬうちにエラーが発生しました。入力する文字の設定です。どうしたことか、「表示」から入る「エ
ンコード」の先の言語指定で知らぬ間に 「Unicode（UTF-8）」になっていた気配があるのです。そんあことから
かもしれませんが、この「フィリピン情報」サイトの文字化けが修復できな い状況になりました。そのために、あ
らたにサイトを作成し、その内容も一変することにしました。
ほかでもありません、従来のこのサイトは「週刊メッセージ」、「独り言」や「特ダネ情報」などといったサイトと同
様に、「原稿替わり」みたいな役割も果たし ていたものです。何せ、ボリュームが多くなったこともあって、この
際、これを機に、タイトルをクリックするとその全文が出る仕組みに替えました。編集上の失敗がもとでの改革
といったら大袈裟ですが、「CHANGE」への取り組みです。
２００９年１０月２８日
吉田祐起（Yuuki Yoshida)
原爆生存証言者＆健康・生きがいづくりアドバイザー
(A-bomb Survivor Testimony Speaker-Writer & Healthy-Sound Life Advisor
yoshida.yuuki@a-bombsurvivor.com
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交通事故加害者ドライバーからのメール (5/4)
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家内が見せた雇用メイドに対するオーナーとしての見事な処置 (4/4)
No.39（２０１２年４月３日）
フィリピン在留邦人調査資料の紹介（在比日本大使館提供）
No.38（２０１２年４月１日）
ギョ！ フィリピンは住むにはイイ国 美味しいものは少人数の日本人で!?
No.37(２０１２年３月２７日)
貧富の差はあっても 優越・劣等感が見られないフィリピンの人たち
No.36（２０１２年１月２６日）
フィリピンが誇る「BARANGAY;バランガイ（フィリピン地方最小行政単位組織）」
No.35（２０１２年１月２１日）
フィリピンは「フレンドリーな国 第８位（３１カ国中）」 フォーブス誌紹介
N0.34（２０１１年１１月２８日）
フィリピン人の「バハラナ（BAHALANA）」 の心 ”何とかなるさ・・・”の楽天思想
No.33(２０１１年９がつ２３日)
「日刊まにら新聞誤記事；比は絶望の国？ー若者の自殺傾向」を巡るエピソード
No.32（２０１１年６月１８日）
フィリピン人は自己表現力がバツグン！ シニアクラブの会合を傍で見て感じたこと
Filipinos are rich in self-expression skill!
What I thought by watching the Senior Association meeting
No.31（２０１１年６月１５日）
フィリピンに登場した日本人退職者向け施設「アモーレの里」は年金の最有効利用処世術のモデル
An integrated retirement resort for Japanese retirees in Philippines
No.30（２０１１年４月５日）
フィリピン国土の形状は人間が地面に膝を立て、腕を前にして座った横姿 !? その意義を推理する
Philippines land shape as if a man sitting on the ground with his legs bent and arms
streching ahead I think of what it means?
No.29(２０１１年４月３日）
フィリピン伝来の赤ん坊へのＯ脚矯正マッサージ文化 足長＆歩く姿の美しさの根源を知る！
Philippines original ancestor treasure "Unique massage" for babies
Long legs with beautiful walking style derived
No.28（２０１１年３月２９日）
知ってますか!? ２０世紀初頭、フィリピンは日本人の出稼ぎ先だったことを？
Have you ever known that Philippines was a country where Japanese found working place
in the early stage of 20th century?
No.27（２０１１年３月５日）
警笛の殆ど聞かれない静かで譲り合い精神の徹底したこの国の交通状態に脱帽 !
-2-

No irritated horn heard with mutual concessions in this country traffic scene
No.26：（２０１１年 １月２８日）
日本語の達人フィリピーナから得た前号（№２５）への「共感メール」
Sympathetic response from the Japanese-language-tallented Filipina introduced in
the No.25 Philippines information
No.25：（２０１１年 １月２５日）
元マニラ赴任新聞記者の「老人ホームのない国」を読んでガッツ！
Guts! "The country where they have no home for the aged",
written by an ex-Manila stationed hournalist
第２４信：（２０１０年１２月３０日）
日本語の達人フィリピーナからもらった感動的な日本語メール
Moving Japanese-written message from a Filipina, master of Japanese language!
第２３信：（２０１０年１２月３０日）
フィリピンの父ホセ・リサール殉死の日

処刑の銅像に見つけた彫刻家のエラー

Martyrdom f Dr. Jose Rizal Sculpture's errowof the excution statue
第２２信：（２０１０年１２月３０日）
カーディーラで出逢った人たちとのチャットで学んだこと
Chatting with people in the car shop gave me something
第２１信：（２０１０年１２月２３日）
フィリピンは世界のコールセンターで首位
Philippines as call center capital of the world
第２０信：（２０１０年１２月１９日）
フィリピン人小学生のひと言に垣間見る「麗しい家族愛」
"Beautiful family love" seen in a word spoken by a Filipino elementary school boy
第１９信：（２０１０年１２月１２日）
偽善者!?
Hypocrite!?
第１８信：（２０１０年１２月１０日）
アジア最古・創立４００年を誇る「サント・トマス大学」の存在をみて想うこと
400-year historyin Philippines, The University of Santo Tomas
The oldest existing university in Asia with --The pride of the Filipinos
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第１７信：（２０１０年１１月２１日）
フィリピンの英雄・マ二ー・パッキャオーの試合をみて感じたこと スポーツ音痴の弁
What a soprts-deaf person thinks about the fight of Manny Paquiao, the Hero of the Philippines
第１６信：（２０１０年１１月１８日）
見つけた！ フィリピンの人たちの「明るさ」の第３根源を！
I've found the third reason why Filipinos look so happy!
第１５信：（２０１０年１１月７日）
未掲載原稿発見！ フィリピン移住して６カ月にして想うこと
Discovered the lost manuscript! What I think about Philippines 6-month after moved here
第１４信：（２０１０年１１月７日）
フィリピンの暗い側面

袖の下

Dark side of the Philippines Under the table
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第１３信：（２０１０年１１月１日）
２つの事例にみる フィリピン国状の明暗
The bright and the dark --The Philippines-第１２信：（２０１０年１０月１３日）
”羨望”の眼差しがみられないフィリピンの人たち 好ましいことか、それとも・・・？
The Filipions show no envy --Good or not?-第１１信：（２０１０年７月１７日）
貧しくとも心は豊かなこの国の人たち その根源を探る
Filipinos are rich in the heart even in poverty Why!?
第１０信：（２０１０年１月１８日）
フィリピン小学生のドラム・リラ音楽隊コンペを観戦して
第９信：（２００９年 月

日）

「日本人はフィリピンの人たちから学ぶべきだ（笠井正史氏著）」日本語翻訳文
Japanese should learn from Filippinos Cover 1st page 2nd page

(By Masafumi Kasai)

Japanese translation by Yuuki Yoshida
第８信：（２００９年８月９日）
アキノ元フィリピン大統領の生前一か月間の入院と葬儀をみて想うこと
What I feel about the Filipinos' attitude
toward the hospitalization and the death of the late President Corazon Aquino.
（編集作業の手違いで、以下の文章は消滅しました。）
第７信：（２００９年６月

日）

日本人はフィリピンの人たちから学ぶべきだ（笠井正史著）続編
第６信：（２００９年５月

日）

日本人はフィリピンの人たちから学ぶべきだ（笠井正史著）
第５信：（２００９年５月

日）

フィリピン永住を決意したウラ話
第４信：（２００９年４月

日）

日刊マニラ新聞サイトを読んで強烈に感じたこと 日本人として下記サイトのおすすめ
第３信：（２００９年３月

日）

フィリピンの人たちの文化に接して想うこと
第２信：（２００９年２月

日）

生活パターンを変えました
第１信：（２００９年２月４日）
フィリピン共和国から第１声を発しま～す！
yoshida.yuuki@a-bombsurvivor.com
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