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お困りごとがあるときはもちろんで
すが、ささいな疑問や「ちょっと気
になる」というときにも、是非是非
お気軽にお電話ください。
相談しやすさナンバーワンを目指し
てしっかりとご対応させていただき
ます！

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室
係長

西川 望

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室

宮川 渉
「癒しの声」が自慢の宮川です。
お客様のお困りごとを解消し、お電
話を置かれた後、お客様が気持ちよ
くお仕事に戻れるようなそんな対応
を心がけています！

～フォーバルお客様センター～

お客様センターでは、フォーバルで取り扱っている全
ての商品・サービスの対応、お客様の問題解決をより
早く、より確実に行ってまいりたいと考えております。
オフィスでの、ちょっとした疑問や不具合など、なんで
も結構ですから、気になることがありましたら、いつで
もお気軽にお電話いただきたいと思います。また、お客
様にそうしていただけるセンターを目指しております。

昨今、お客様の社内環境は、より便利に、快適になって
いく一方で、一旦、不具合が発生すると、システムが複
雑化しているため、なかなか原因の特定がし辛く、その
解決には時間を要する傾向にあります。
われわれお客様センターでは、「安心と安全の提供」
『 専門知識を持ったスタッフによる迅速且つ丁寧な対
応 』をテーマに高いプロ意識を持ち、質の高いサポー
トとこれまで以上に充実したサービスを提供すること
を心掛けています。直接お会いすることは、なかなか
叶いませんが、お気軽にお電話下さい。

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室
室長代行

財津 栄治
はじめまして、私は、弊社の
“通称：お客様センター”の担当を
させていただいております“土谷”
と申します。九州地区の皆様にも、
いつも大変お世話になっております。

カスタマーサポートディビジョン
第一サポート室
室長代行

土谷 亨
おやっと思われた方も少なくな
いかも知れません。福岡から上
京して、早６年半。人間として
の成長はまだまだですが、体だ
けは立派に育ちました。。。

５月１日から、九州支店に変わり、お客様の電話窓口
として当センターに転送し、応対させていただいてい
るのも、その一環でございます。
現状は、九州支店の代表番号（０９２－２６２－１０
５１）にかけられても、お客様センターに転送されて
おります（※１）ので、今後は、通話料がまったくか
からない０１２０－８１－４０８６に直接お電話い
ただければ幸いと存じます。
当センターでは、「お客様の立場になって」 を合言
葉に、お客様により安心、より安全なオフィス環境を
提供できるよう、努力改善を行って参ります。今後と
もよろしくお願い申し上げます。

※１：九州支店からお客様センターに転送されている
分の通話料金は、もちろんに弊社負担になります。

５月１日から、九州支店に変わり、お客様の電話窓口とし
て対応しているお客様センターを紹介します。



九州地場企業の経営者の方々へ、無料で弊社のセミナールームをお貸ししております。
場所代のコストをかけずに、思う存分プレゼンテーションしてみませんか？
お気軽にサポート担当までお問い合わせください。

※ご希望日に空きがあるか、事前に、お問い合わせ下さい。

※ご利用にあたっては、簡単な社内審査をさせて頂きます。

※当ビルは全館禁煙となっております。

※セミナールーム内は、原則飲食禁止になっております。

セミナールームを無料貸出中！セミナールームを無料貸出中！

株式会社 フォーバル 九州支店

福岡市博多区店屋町8-30
博多フコク生命ビル10階

電話 0120-81-4086
九州支店セミナー係りまで

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室
課長代理

片桐 陽一
初めまして。カスタマーサポートの片
桐と申します。これまでの現場経験を
活かし、わが社の誓いである「お客様
の安心、安全」に貢献できるように創
意工夫していきます。
「力不足」でご不便をおかけすること
もあると思いますが、我がチーム一丸
となって頑張ります。今後ともよろし
くお願い申し上げます。

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室

峰尾 瞳
入社２年目の峰尾瞳と申します。
今期、わたくし自身も「あたらしく」
スタートを切らせていただきました。
ネットワークもホームページのことに
も複合機のことも電話のこともありと
あらゆる対応ができるように日々学び、

カスタマーサポートディビジョン
第二サポート室

前田 晶子
私の座右の銘は【七転び八起き】
です。真心こめて皆様の問題解決
のお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いします。

お客様の問題すぐ解決できるように頑張っていきたいと思います。
努力することでお客様と一緒に大きくなっていければと思います。
まだまだ至らない自分ではありますが、今後ともよろしくお願い
いたします。

総勢４４名で皆様からのお電話をお待ち申し上げてお
ります。皆様から愛されるお客様センターを目指して
日々努力しています。個性豊かな人間が揃っておりま
す。お気軽にお電話下さい。



当店は、お振袖を始め、袴、男性用紋付袴、七五三の着物、訪問着、留袖など
主に和服のレンタルをしています。日本初のゆかたレンタルを提供している歴史と誇りがあります。
多くのお客様に支えられ、創業7年目を迎えました。自慢の着物たちはＨＰにもたくさん掲載しています。
ぜひ、一度ご覧下さい！

「毎年違った柄のゆかたが着られて嬉しい！」
「ゆかたを着た後の手入れが楽で助かります！」
「コンビニで返却できるなんてビックリしました。」
「かわいい柄のゆかたがたくさんあり、迷ってしまいます！」
「金額もすごーくお手ごろで大満足！」
「着付けもしてくれて助かりました！」
「下駄のプレゼントがうれしい！」
とたくさんのお客様の声をいただいています。
おかげさまで毎年リピートしてくださるお客様が
増えて嬉しい限りです。

きもの レンタル 藍やきもの レンタル 藍や

きものレンタルの藍やです！

ゆかたの季節到来！かわいい❤ゆかたが勢ぞろい！
早いもの勝ちです❤

天神店：中央区渡辺通2丁目9-20 ２F
五条店：太宰府市五条2丁目6-20 １F
城南店：城南区別府6丁目4-7

天神店：中央区渡辺通2丁目9-20 ２F
五条店：太宰府市五条2丁目6-20 １F
城南店：城南区別府6丁目4-7

太宰府の結婚式は花嫁行列で
古き良き、日本の伝統文化を忠実に再現した
花嫁行列を行なえる唯一の結婚式を挙げませ
んか？
古来、日本の結婚式は、花嫁とその親族が、
嫁入り道具を担ぎ、しゃんしゃん馬を引き連
れ、花婿の家まで行き、花婿の自宅で祝言を
挙げることが、一般的でした。

その古き良き日本が、近年見直されつつ
あります。結婚式も、もちろん例外では
なく、実際に神前結婚式を支持するカッ
プルが増えてきています。
支持する方の多くの意見の中には、厳か
な中で、二人で静かに誓い、喜びを分か
ち合うことが出来ることに魅力があると
いう事です。
その後、披露宴も普段から良く行くお店
を選択し、親しい方を招き、皆が喜ぶ顔
を間近に見られること、そして一緒に喜
びを共有できるところにも大きな魅力が
あるようです。

http://www.aiya-fukuoka.comhttp://www.aiya-fukuoka.com



法律は、ビジネスのルールでもあります。ビジネスのルールを習得し
た弁護士が、経営者にアドバイスをし、経営の相談にのり会社をより
よく大きくし社会全体に良い影響を与えていくことが目的です。
更に、MBA（経営学修士）のスキルを併せ持つことで、より実践的な
経営に即したアドバイスを出来るようにしました。
様々な業種のクライアント様にアドバイスできるビジネスノウハウを
身につけていくのも我々の職務だと思っています。

本物のビジネスで戦っている方々のためのサポータ
今はまだ構想の段階なのですが、最終的に我々弁護士は、法律をベー
スとした経営のコンサルファームになるべきだと思っています。
今まで、弁護士へ相談するのは、最後の手段としている方が多いと思
います。我々は、最初に相談に来る場所にしたい。また、そうあるべ
きことが、本来の姿だと思っています。
一番判りやすいのは、アメリカのシリコンバレーです。あちらでは、
ビジネスの種が、見つかればまず弁護士へ相談というのがあたりまえ
です。弁護士は、経営者になろうとしている方々へお金の借り方から、
会社の作り方の全てをアドバイスします。また、現在経営している会
社が大きくなっているとき、その逆のときにも常に身近なアドバイ
ザーとして相談され、共により良い方向性を探します。

そのような西洋の良い部分と日本古来からある弁護士の信頼を和魂洋
才したサポートシステムを作り上げ、いつでも相談をしていただく弁
護士として活動していきたいと思っています。

改革派弁護士
弁護士は職人の世界と同じなんです。弁護士になると慣例では、先輩
弁護士のところにまず、居候させてもらいながら経験を積みます。
その後、共同経営者になる、将来独立する準備をするなどと道が別れ
ていくのですが、最近は、弁護士の数も増え、初めから独立する方も
多くなりました。
私と濱地先生は、独立指向で、弁護士になる前は、普通のサラリーマ
ンをしていた経験から、人に使われるのに向いていないと思っていた
こと、同じ考えを共有できる仲間が見つかった事もあり、事務所を共
同で開設するに至りました。

経営者のお悩み解決室
部下を育てられないという悩みを抱える経営者が沢山いらっしゃると
思います。理由がわかりますか？ 答えは簡単です。
経営者は、社員になったことがないからです。もちろん全ての方がそ
うというわけでは、ありません。この悩みに心当たりがある方にぜひ
試してほしい解決法があります。

経営者と社員は、根本的に考え方が違います。そこの溝に気付かず、
なぜ社員の皆は、自分のように出来ないのだろう？なぜ言いたいこと
がきちんと伝わらないのだろう？と壁にぶつかるのです。
一般的に経営者は、自分で物事を判断する人、社員は、指示をこなす
人に分けられます。また、人は、より似た考えを持つもの同士が結び
つく傾向にあります。
こう考えていくと、おのずと解決法が見つかります。
そうです！信頼できる社員に部下の育成は任せると良いのです。

経営法律事務所 北斗
〒810-0073

福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂 ６F

TEL：092-717-8200

FAX：092-717-8210

弁護士でＭＢＡ資格も取得された田畠光一先生にお話をお伺いしました。

（左）代表弁護士 田畠光一
（右）代表弁護士 濱地雅一

我々が、活躍することで福岡の倒産率が少しでも下がり、利益率の良い会社が生まれ、福岡経済が発展していくこと
でみんなが、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係を作れるようにしたいと思っています。
しかし、一方でこの考えを皆さんに知っていただくことが、なかなか難しく、大変なことでもあります。
今までの弁護士のイメージを打ち破るには、成功事例を作ってしまうことが近道だと考えています。
まずは、ベンチャー企業を上場させることと考えています。



『美・健康・ライフスタイル･
恋愛』の最新（気になる）
情報をOFFICE NOIR
竹田麻紀様にお伝えいた
だくコーナーです。

Vol.27

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

みなさん、自分自身を喜ばせてあげてますか？

まわりのみんなにもらう幸せもたくさん
ありますね！褒められたり、親切にされたり、
感動をもらったりと、、、
でもme to me（自分から自分へ）はしてますか？

私はささいなことですが、、、映画を観る、美味
しいものをいただく、花を飾る、いい香りに包ま
れる、照明にこだわる、楽しいおしゃべり、
ペットと、あげるときりがありません！

でも、この瞬間、生きてるって素敵と感じます。
まわりのすべてを愛すること、その中には自分自
身も含まれているのです！今、存在する命あるも
のすべてが『愛する！』に値するのです。

みなさんも自分の好きな事リストアップして、自
分自身に与えてみてください！素敵な人生にしま
しょう～！』

★自分を幸せにする★

第３回『ペットボトルが花器に！』

講師経歴：花フルール主催,専正池坊日本総華督正教授辻村てるみ先生

色のバランスを考えることは、物事のバランスを考える訓練になります。
挿し色をどこに使うかであなたのバランス感覚がためされるかも？！

福岡市博多区浦田1-19-8
TEL:092-504-4733
FAX:092-504-3982
http://www.hana-fleur.jp

École・花Flule
～エコル・花フルール～

お花から学べる社会人の
マナーから心遣いまで

ポイント①
オアシスが、少
し出るくらいの
位置でペットボ
トルを切りま
しょう

ポイント②
ペットボトルを切
るときは、滑りや
すいので慎重に。

ポイント③
ペットボトルのま
わりに飾るグリー
ンは、芯に沿って
切り離します。
茎は、最後の飾り
に使用します。

材料：
カーネーション（赤）１本
ガーベラ（オレンジ３本、黄色２本）
スイトピー（白１本）
ハラン３枚、ドラセナ１枚
オアシス１０ｃｍ程度
ペットボトル２ℓ

白のスイトピーが今回のポイント。
バランスを考えて活けてみましょう。



このコーナーで紹介する「ストレスマネジメント・ヨガ」の技法で、日々のストレスを一緒に解消しましょう♪

もうすぐ健康診断の季節！

「戦士のポーズⅡ」
で余分な贅肉を落としましょう！

第２3回
戦士のポーズⅡ

自信を持ちたい時に！

L E S S O NＫＡＫＯ先生の
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ポイント！息を吸う。吐く。のセットで一呼吸。

ウエストを引き締めスラリとした体を作ります！効果

転職エージェントMilestone (マイルストーン）の野崎様と英会話カフェ・ライカード・カフェの
住吉様に、英会話の楽しさや上達のコツを分かりやすく、おもしろくお伝えしていただくコー
ナーです。英会話ができると仕事やプライベート色々な場面で役に立ちますよ。

今月の言葉： “Chicken and Egg thing”

（訳） ” 鶏が先か、卵が先か？”

vol.11

平尾のライカードカフェでは、初心者の方も安心して参加できる英会話
を開催中です☆
お問合せは、０９２－５２６－４３３０（１８：３０－２３：００）

URL：http://www.leichhardt-2f.com/

「戦士のポーズ」の動画はこちら♪
「元気の出るHP : Kako’s shop」

http://altamoda.jp

2009年10月より
「オフィスdeヨーガ」動画配信中！

今月の言葉解説
By 野崎 洋一

英会話コラム

英語でも日本語と同じ様に
表現します。

売上(Gross sales) が先か？
利益( Revenue) が先か？

息を吸いな
がら、上半
身を右に90
度ひねりま
す。
右足は、進
行方向に向
け左足と90
度にします。

両足を
肩幅に
開き、
両腕は、
頭上で
合掌しま
す。

33
息を吐きなが
ら、右足に体
重を乗せます。
首をそらし、
重ねた親指に
意識を集中し
ます。
ここで一呼吸。
同じ様に反対
側も行ないま
す。

今月は、Big Fat Cat 
and The Mustard Pieを
ご紹介します。
この本は、簡単に読める
英語の本としてシリーズ
化されています。英語が
苦手という方に評判がよ
く、この本のおかげで英
語が好きになったと言わ
れている代表的な本です。

BIG FAT CAT AND THE MUSTARD PIE
向山貴彦著

両方とも大事が結論ですけどねぇ。

（英訳） Which one comes first ?  
Gross sales or revenue ?

This is " Chicken and egg thing. " 
Both of them are important.

巻末にある簡単に英語を読むコツ、目から
うろこの話題が付いているのも嬉しいです。

かわいいキャラクターも人気です♪



皆様になじみの深いフォーバルのサポート担当が、気のむくままにコラムを書くコーナー

まず買ってみたのが、つまんでご卵ロールケーキです。
これは糸島名物の「つまんでご卵」の卵を使っている
ロールケーキなので、生地からこだわりがあり、とて
も美味しかったです。因みに、先月の母の日に食べて
もらいたくて送りました。

近くの天上卵ロールも食べました。つまんでご卵より
はボリュームがあり、こちらもおいしかったです。
他にも天神のデパートなどで食べ歩きしましたが、
今の所は個人的に、伊都菜彩の糸島ロールが一番です。
伊都菜彩に行った際はぜひ食べてみてください。

皆さんのお勧めのロールケーキの店があれば、お伺い
したときに、ぜひ教えて下さい。

【つまんでご卵ロールケーキ】 【天上卵ロールケーキ】

先月の濱田（西区）に続き、今回担当の山下（西区）もスイーツの話です。
フォーバルの西区民は、そんなに疲れてる？

今回コラムを担当する山下です。
もう早くも6月ですね。今年も一年の半分が過ぎよ
うとしています。

私事ですが、最近疲れのせいか、甘いものを無性
に食べたくなります。
昨年10月に博多区から西区に引っ越し、前原市波
多江にある「伊都菜彩(イトサイサイ)」に良く行き
ます。そこで今嵌っているのが糸島ロールです。
これがメチャメチャうまいです。

久々にロールケーキのうまさに感動し、色んな
ロールケーキを食べるため、休みの日によくロー
ルケーキ探しの旅にでます。

伊都菜彩の【糸島ロール】

毎週、買って
ます！

※山下です

◎パソコンは大丈夫？確認ポイント！

ガンブラー関連の不正プログラムに感染すると,下記の
ような症状が出ることが多いようです。あなたのパソ
コンは大丈夫ですか？
・タスクトレイのセキュリティやWindows Update
関係の常駐アイコンが消える

・ウィルス対策ソフトの更新ができなくなる
・ウィルス対策ソフトやWindows UpdateのWeb
サイトにアクセスできなくなる

・覚えのないウィルス対策ソフトらしきものから
感染を警告する画面が表示される

・インターネットブラウザなどが異常終了する
・Adobe関連ソフトが勝手に起動する
・CPUやメモリの使用率が異常に高くなる
（パソコン動作が極端に遅くなる）
・起動時にブルー画面が表示される

Webサイト運営者は、改ざんを発見した
際に Webサイトから不正コードを削除す
るだけではなく管理用 ID/パスワードを盗
み取るウイルス感染を疑い、感染したPC
を特定し駆除を行うとともに、IDとパス
ワードの両方を速やかに変更する必要が
あります。

◆過ぎ去った？ ガンブラーの脅威

トレンドマイクロの2010年4月の感染報告数ランキ
ングでは、ガンブラー関連の不正プログラムが依然と
して多数ランクインしており、常態化していることが
うかがえます。

Gumblarは、亜種が登場するスピードがとても速く、
ウィルス対策ソフトのパターンファイル配信が対応し
きれていないというのが実情です。

◎なぜ！？ 感染が広がる理由

感染被害拡大の原因の1つとして、GumblarがWebコ
ンテンツの作成者を狙っている点が挙げられます。
Webコンテンツ作成者は、Webサイトを訪れる利用
者への責任があります。

しかし、意識はユーザーに近い立場にあるためウイル
ス対策ソフトのアップデートなどユーザーとしての対
策は行っていてもサーバ管理者のように徹底した運用
管理などは行っていない場合もあります。

また、一度改ざん被害に遭い、復旧したサイトが再度
改ざんされるケースも見受けられます。管理者が改ざ
んに気づき不正コードを削除しても、ID/パスワード
が攻撃者に知られていれば容易に不正アクセスと改ざ
んが繰り返されてしまいます。

伝書鳩通信 ☆☆
☆

☆

☆

☆

☆

☆「感染したかな？」と思ったら、お気軽にご相談下さいね。



フォーバル社員の名刺には、「私たちはＣＩＥＳＦ（シーセフ）の活動を応援していま
す」という文言が表記されていることにお気付きでしょうか？ＣＩＥＳＦとは、フォーバ
ル・社長の大久保が理事長を務める公益財団法人で、カンボジアの未来を支援する団体で
す。カンボジアは、今でも内戦の後遺症を引きずり、東南アジアでも最も発展が遅れてい
る国の一つですが、ＣＩＥＳＦは、 「真の愛情と情熱をもった世界レベルの教育者の育
成」、「利他の心と国際的視野をもった高度人材の育成」という２つの理念を掲げ、カン
ボジアの教育支援を行っています。

コーレア読者の皆様にも、カンボジアの現状、ＣＩＥＳＦの活動についてご理解いただき
たく、ご紹介させていただきます。皆様のお気持ちやご都合に合ったかたちでご支援いた
だけましたら幸いです。

最近、いろんな芸能人や財界人によって、「カンボジアに学校を建てよ
う」と取り組まれているのをテレビ等でご覧になった方も多いと思いま
す。こうした活動の結果、確かに多くの学校が建てられ、以前は１００
万人だった生徒数も、今では３５０万人にまで増えています。しかし、
残念ながらそれだけでは、カンボジアの抱える教育の問題点を解決する
ことはできていません。
もっと大きな問題は、学校という箱ではなく中身にありました。すなわ
ち、どんなに学校を作っても、教える先生がいないのです。

現在、カンボジアでは、教師の６４％が中卒以下です。
しかも分度器やコンパスの使い方を知らない、定規で正確に長
さを計ることもできないという、信じられないような状況にあ
ります。教科書も一冊を全員でコピーしているので、写真が
真っ黒で、何が写っているか分かりません。もともと外国の教
科書を翻訳して使っているため、カンボジアには無い実験機材
や道具がたくさん載っています。しかも、翻訳もたくさん間
違っています。そういう中で、先生はただ、「暗記しなさい」
としか指導していません。これで皆さん、本当に良い教育がで
きると思いますか？
しかも生徒達の半分は、小学校に入っても卒業できずにやめて
いる実態があります。小学校高学年になると家庭が貧しいので
家計を助けるため、皆、働きに出されるのです。特に女の子は、
児童買春の対象になっており、エイズになってしまうケースも
あります。こうした話を聞いて、皆さんはどう感じますか？
「箱を作るだけ」では、十分ではありませんね。大久保は「そ
れを知った以上、まずはその先生達を教育するため、日本から
ベテランの教師を派遣し、教師のレベルアップをしていくこと
に取り組まなければならない」と考え、『国境なき教師団』の
プロジェクトをスタートしました。

カンボジアにおける教育の問題点

公益財団法人 CIESF
〒107-0062 東京都港区南青山3-17-1 フロムファイブ302
TEL 03-6439-5990 info@ciesf.org

http://www.ciesf.org/
CIESF

～ＣＩＥＳＦ活動レポート～

活動内容が認められ、5月20日公益法人として認定されました。



環境に変化のきざしあり。柔軟に対応
し、こつこつ努力で乗り切りましょう。
梅雨のシーズンです。部屋の湿気やカ
ビに気をつけて、きれいな空気の中で
生活しましょう！

シャツにピシッとアイロンをかけて着
てみましょう。

発行：株式会社 フォーバル 九州サポート課
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル10F
お問合せ Tel:0120－81－4086 Fax:092－262－1059
e-mail info-kyusyu@forval.co.jp

サポート
担 当

※Ｃｏｒｅｅａはシャープカラー複合機MX-3500Nで作成しています。

福岡玄海の母

池田 東瞬

コーレアの花には「お互いをよく知る」と
いう花言葉があります。
本誌：Coreea（コーレア）は、フォーバルを
通じてお客様同士がお互いを知るための
きっかけとなることを目的としています。
そのため、掲載や配布は、全て無料で
行っております。
福岡県内の各企業様に弊社の担当者が
直接配布させていただいております。

こんにちは、今月はフォーバルお客
様センターのメンバーのご紹介をさ
せていただいています。ご存知の方
も沢山いらっしゃると思いますが、
5月より、九州支店にお電話いただく
と東京のお客様センターに繋がるよ
うになっております。
ぜひ0120－81－4086にお電話下さい。

フォーバルはより良いサポート体制
を目指しております。お客様セン
ターのサポート担当ともどもよろし
くお願いいたします。

日本推命学館師範講師（四柱推
命）として活躍。暖かい雰囲気か
ら醸し出される説得力あるトーク
でキャナルシティには、いつも行
列ができる賑わい。Yahoo！JAPAN
の占いサイトにも登場。
鑑定場所：キャナルシティー博多
地下1階ウルトラマンワールド横
営業日:日,月,水,第1.2.5金曜日
時間:11:00～20:00
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：

（有）ゼナ092-481-3556

S１・１０・１９・２８
３７・４６・５５・
H1・10・１９年生まれ

運気も強くなり、頭もカンも冴えます。
底力発揮の時です。見栄や体裁を捨て、
陰日向なく行なって下さい。

服は、グリーン系のものを。自分に合っ
た癒しを求めて、ストレスの解消を。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

今月の地道な努力が先に実を結びます。
研究、読書など、内面充実で備えて下さ
い。

潤いの肌が運気を呼びます。お肌のケア
に気をつけてください。

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

思いつきで行動する事なく自分のペース
を崩さぬ様。お年寄りや周りの人のため
に、親身になってこつこつ努力を。

雨の日には、パールを身につけて下さい。
魚のモチーフやストラップを持つと、落
ち着いて仕事が出来ます。

力量も備わり、成果と発展が期待できる
月です。時間を有効に使い、計画を立て
てこなして行きましょう。

肌触りの良いサラサラとした麻素材の
シャツで運気アップです。

S７・１６・２５・３４
４３・５２・６１
H７・１６年生まれ

S６・１５・２４・３３
４２・５１・６０
H６・１５年生まれ

身辺の環境も条件よく整う時です。気合
を入れ行動することで、多くの満足を得
られるでしょう。人との縁を大切に。
ラッキーストーンのアクアマリンを身に
つけると、良い縁を呼びます。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

守りに徹し安定した環境を心がける月で
す。あせらず、まだ先があると考えて、
上手な気分転換を。
朝日を浴び、ソルトバスで心身の浄化を。
ベルトをポイントにコーディネイトして
下さい。

運に活気が出て飛び回る月となりそう。
目的を定めて手応えをつかんで下さい。
相手を立てる事で自分も認められます。

カーテン、クッションカバーなどの
「布」を一新して、気のリセットを。
天然石のアクセサリーを身につけ、運を
開きましょう。

S４・１３・２２・３１
４０・４９・５８
H４・１３年生まれ

S３・１２・２１・３０
３９・４８・５７
H３・１２年生まれ

堅実に行くことで難を抑えます。節度を
持った行動をして下さい。

笑顔が全ての運を開きます。バラエティ
やコメディ映画を見たり、友人と笑いあ
う機会を沢山作って下さい。

2 0 １ ０ 年 6 月 九 星 占 術☆ ☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

久保 幸一

キャナルシティー博多で活躍中の人
気似顔絵師。元銀行マンという異色
の経歴の持ち主。しかしかなりの実
力の持ち主で、あのテレビチャンピ
オンで準優勝の経験もあり。フェル
トペンを使用しウイットに富んだ画
風で皆様に幸せをお届けしています。


