2 月度土曜例会(09/02/21)
フィリピンと言う国から皆さんは何を連想しますか？名前
は覚えられないけれど島がたくさん有る国、島々の形も複
雑、マニラは首都で大都市、スモーキーアイランドのごみ
の山で子供たちがかわいそう、テレビで見る大統領の名前
もなかなか覚えられない、なじみの深い方でもセブ島でシ
ュノーケリングして見たい、国民は皆英語が堪能、といっ
た所でしょうか。本日のゲストスピーカーは距離は近いけ
れど何となくイメージが遠い国、フィリピンから 4 年前来
日、阪大でナノテクを勉強している Melanie さんです。タ
イトルは The Pearl of the Orient Seas: A glimpse of the Philippine Islands、海を中心に多くの
島々を紹介してくれるのでは、と期待しました。

まず地理の説明から。国土面積 30 万/sq.km,人口 9 千
600 万人、共に日本の約 8 割です。北海道、九州、四
国クラスの島々をメインになんと 7,107 islands から成
り立っているそうです。北から最大のルソン島、ビサヤ
の島々、そしてミンダナオ島に大別でき、マニラはルソ
ン島の中心に、セブ島はビサヤに、その他魅力的なパラ
ワン島が南西に伸びています。80 の provinces,120cities
に区分されていて海岸線も 3 万 6 千 km ですから日本
より 1.5 倍の割合で長くそれだけ海が豊かです。気候は 12 月から 5 月までがドライ、6 月から
11 月までがウエット、台風も多く年間ＡからＹまで 25 にも見舞われたそうな。津波、火山爆発
の被害もあります。きれいな左写真の山、富士山みたいですね。

Philippine short history
1521 年ポルトガルの Magellan がセブ島に到来以降の歴史、スペインからの独立運動の闘士、ホ
セ・リサールのこと、歴代大統領のプロフィール、8 つの major dialects があること、教育制度
等も説明されました。会話するときに出身地が違うと全然異なる言語で、仕方がないから英語を
使うそうです。フィリピンと言う国名の由来はなんとスペインの皇太子 Felipe 2 世から取った
もので 1542 年にフェリペナス諸島と名付けられました。それ以前は諸島を
統一した国家が無かったのです。
特産品、食べ物、交通機関などについて
海岸が多いから当然 shells(特に Capiz 地方)は有名、食べ物はスペイン、中
国、アメリカ風が混在、グリーンマンゴ等のトロピカルフルーツがお薦め、
マニラなどでは交通渋滞及び雨季の道路冠水が悩みとの由。Jeepneys,
pedicab,tricycle 等がユニーク。写真はデコレートされた Jeepney.

Exotic species
Philippine eagle, tarsier, tamaraw, pawikan, whale shark 等紹介、写真
は tarsier
The Philippine Tarsier is a tiny animal, measuring about 4 to 6 inches
(15 cm) in height. The small size makes it difficult to spot. The average
mass for males is around 134 grams, and for females, around 117
grams. The average adult is about the size of a human fist and will fit
very comfortably in the human hand.

World Heritages and sightseeing places
ここからが本日のハイライトです。あまりにも多いので全部を紹介出来ませんが何点かピックア
ップしてみましょう。

1) The Chocolate hills
The Chocolate Hills is an unusual geological formation
in Bohol, Philippines.[1] It is composed of around
1,268 perfectly cone-shaped hills of about the same size,
spread over an area of more than 50 square kilometres
(20 sq mi). They are covered in green grass that turns
brown during the dry season, hence the name.

2) Rice terrace
The Banaue Rice Terraces are 2000-year old terraces that
were carved into the mountains of Ifugao in the Philippines by
ancestors of the Batad indigenous people. The Rice Terraces
are commonly referred to by Filipinos as the "Eighth Wonder
of the World".

3) St. Paul's Subterranean River National Park, or St.
Paul Underground River.
The park has a limestone karst mountain landscape with an
8.2 kilometer navigable underground river. A distinguishing
feature of the river is that it winds through a cave before
flowing directly into the South China Sea. It includes major

formations of stalactites and stalagmites, and several large chambers. The lower portion of the
river is subject to tidal influences.
4)San Agustins Church
San Agustín Church is a Roman Catholic church under the auspices of
The Order of St. Augustine, located inside the historic walled city of
Intramuros in Manila. Completed by 1607,[1] it is the oldest church
currently standing in the Philippines.[2]. It was one of four Philippine
churches constructed during the Spanish colonial period designated by
the UNESCO as a World Heritage Site,

5) The City of Vigan
It is a World Heritage Site in that it is one of numerous Hispanic towns in the
Philippines, and is well-known for its cobblestone streets, and a unique
architecture that fuses Philippine building design, and construction with
colonial European architecture.

関空からわずか 4 時間ちょっとにもかかわらず日本人の観光客は非常に少な
い、すてきな所がたくさんあるのに。是非いらしてください。と、あたかも
観光局のスタッフのようなガイドぶりでした。（ちなみに昨年度の日本人観
光客は 36 万人、韓国への 280 万人に比較して大分少ないですね）
7,107 の島々からあなたにぴったり合う島を探してみませんか、とのことです。

