4 月度土曜例会（2012/04/21）
本日のゲストスピーカーは Mr. Dominic
Xavier M. Imperial フィリピン大阪総領
事館 副領事です。１年４ヶ月前に来日、
自 己 紹 介 と し て ”I entered the
Department of Foreign Affairs as a
Foreign Service Officer in 2008 but I
have been in the government service for
11 years. As a Vice Counsul, I do
consular work, assist Filipino nationals,
meet

with

my

counterparts,

and

promote the interest of any country” 趣
味は旅行、読書、食べる事、そしてタイ
ト ル は ”The Philippines: Places and
Culture”です。昨年の 10 月 Joy さんから
も沢山のフィリピン紹介が有りました。さて今日はどんな話が飛び出すやら。
始めにフィリピンの国民性紹介から。
人口は 92 百万人、80%はカソリック信者です。
特にお年寄りを大切に敬います。また子供たちの将来についてよく考え見守り続けます。
教育はもっとも大切なものの一つと考えています。
長く受け継がれている伝統、及び人間のもつ当然の権利を子供たちに伝え続けたいと考えます。
微笑を愛する国民性です。どんな時でも微笑めます。これは苦境に陥った時、復興のパワーと
なります。
 悲劇に襲われても困難な状況にあっても何とか乗り越え、復興を成し遂げ得る国民です。
 歌と踊りをこよなく愛します。
Harana is an old Filipino courtship tradition of serenading women. It is mostly practiced in rural






areas and small towns. The man, usually accompanied by his close friends, goes to the house of the
woman he is courting and plays music and sings love songs to her. He is often accompanied by his
friends who also sing and play music with him.
Uyayi is the Filipino lullaby.
次いでお国紹介です。
 フィリピンの良さを味わう根拠は 7107 以上あります。7107 の島、5 箇所の世界遺産、それに
準ずる 29 箇所のサイト、また世界の自然 7 不思議にも指定されている所もあります。
 延々と続く白い砂浜、ダイビング、サーフィン、ラフティングポイントは数え切れません。





天国か！と目を見張るばかりの島々、そして山々。
そして近代的な巨大ショッピングモール。
目移りするほどの料理の数々。
祭り、パーティ、各種行事はフィリピン人にとって非常に大切なもの。神を祝福し招き、招か
れます。

 皆フレンドリーで、もてなしの気持ちが大変強い。
さあ！フィリピンの見所を紹介しましょう。

１）The Ivatans are a Filipino ethnolinguistic group predominant in the Batanes Islands of the
Philippines. the Batanes Islands are the northernmost part of the Philippines. Cows freely roam in
the green hills in Batanes. The houses are made of limestone and coral and its roofing of cogon
grass. 台風が多い為。スコットランドのイメージ。
２）There are many Volcanoes in the Bicol Region. The famous one is the perfect cone of Mayon
Volcano. Magayon Festival is an annual festival in May that relives the legend of Mayon
Volcano. The festival derived its name from magayon, from a Bicolano term which means
“beautiful.”

３）Caramoan Peninsula is a hilly peninsula, with deep
gorges and a rough, rocky terrain, located in north-east
Camarines Sur, Bicol. The place has a National Park which has
caves, limestone formations, white sandy beaches, an islet lake
and a subterranean river, make it popular with tourists. It is
accessible by public transport from the town of Caramoan, and
local people have established trails in the park for visitors.

４）Coron Island is the third-largest island in the
Calamian Group of Islands in northern Palawan in
the Philippines.The island is part of the ancestral
domain of the indigenous Tagbanua people.
The area around the wrecks has rock formations
which provide for snorkeling opportunities, with
underwater visibility extending up to 80 feet (24
m). The water is often calm. Coron is one of the
most visited destinations for wreck diving in the
Philippines.

５）Camiguin is an island province of the Philippines located in the Bohol Sea.
During the volcanic birth of the Mt. Vulcan that lasted from
1871 to about 1875, some areas in the town of Bonbon
subsided, sinking the cemetery of the town to below sea level.
The place is commemorated by a huge cross erected in 1982.
Lanzones Festival Each year in October, a festival is held
celebrating the Lanzones, a small grape-sized tropical fruit
grown all over the island. The week-long Lanzones Festival is
one of the more colorful events in the Philippines.

６）The Puerto Princesa Underground River
This subterranean river is a river that runs wholly or
partly beneath the ground surface – one where the
riverbed does not represent the surface of the Earth. It
features a spectacular limestone or karst landscape that
contains an 8.2 km long. It was provisionally chosen as
one of the New7Wonders of Nature. 最近新たな流れを
発見、数千年前の化石などからさらに新種の生物研究も
なされているとか。
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Uyayi 歌っていただけませんか？ ちょっと。フォークソングの維持は盛んです。
何ヶ国語話しますか？出身地のビサヤ語、それにタガログ（フィリピン語）、英語です。日本語
は 3 年間、またスペイン語も勉強しました。
フィリピンの人どれくらい日本に住んでいますか？大阪に 6~7 千、神戸 3 千、愛知から九州ま
でで 8 万人くらいです。
日本の印象は？実際に来て、見て、確かにフレンドリーだしホスピタリティに富んでいると実
感しました。食事は何も問題無しです。
フィリピンの語源、および英語のスペルについて？
高山右近は？もちろん知っています。マニラに記念公園があり銅像が建っています。
フィリピンの食文化？地方によってそれぞれの特徴が出されます。あ！この料理~地方のです
ね、と言うほど Identity があります。
私は母の手作り料理が一番！
海洋国だから魚は豊富でしょう？勿
論！マグロ、さけ、sea bass はもっ
ともポピュラー、皆海鮮料理は大好
きです。
気候は？場所によりますが夏場は
38~40 度にはなりますね。避暑地に
行く人も居ます。
物価は？確かにガソリン代は安いと
はいえません。リッター100 円くら
いはします。ただし食料品など全般
的に安く生活しやすい国です。

さすが微笑を絶やさないお国柄、常にマイルドな雰囲気でした。なんとなくなでしこジャパンの
佐々木監督に似ていると思いません？大学での専攻は心理学だそうです。今回のレポートでは首都
マニラの紹介は省かせていただきました。悪しからず。

