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サンセルコまいまいパソコンスクールでは、中小企業緊急雇用安定助成金と教育訓練費を受給できるパソコン教育訓練をお
得な費用で実施しています。
この不景気の状況の中、社会の雇用を安定させるために国が打ち出した助成金を御社も活用しませんか？
助成金を貰うことは、会社を潤わせることにもなりますし、従業員のスキルアップもはかれ、さらに日本の雇用状態を安定させ
る手助けにもなる一石二鳥にも三鳥にもなるものです。
教育訓練を社内で実施することも可能だとは思います。しかし、専任の講師を必ず一名付け、パソコンなどの必要な機械を準
備する（もちろんあるものを活用してもかまいません）、など手間と時間がかかるのです。
そこで、当社の教室をご活用ください！

国が定めた中小企業緊急雇用安定助成金は、一人につき 7,685円／日＋教育訓練費が、6,000円／日で支給されます。
そのうちの、4500円（学習時間は、なんと1日３時間）の訓練費だけで休業時間帯の社員のスキルアップができるのです。この
助成金を貰うための教育訓練は、自社でなかなかできないという声を聞きます。

うちの会社は、黒字の会社だから！うちは、関係ないと思ってはいけません！助成金の対象となる企業は、売り上げが前年比
5％以上減少している！などと様々あります。対象項目を一度調べられることをお勧めいたします。

中小企業緊急雇用安定助成金とは？

助成金とは・・・もちろん返済不要、国から貰える
貴重な資金です。この助成金を活用している企
業は、毎月数万社！使える助成金です。景気の
変動などの経済上の理由による企業収益の悪化
から、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業
事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業
した場合に、手当てまたは賃金などの一部が助
成される制度です。

7,685円【 高】

教育訓練費とは・・・？

ワークシェアリングを行うことでできる従業員の
時間を職業訓練に当て、従業員のスキルアップ
をし、企業力の底上げに役立ちます。

6,000円【 高】

企業代表者・事業者の皆様へ企業代表者・事業者の皆様へ
中小企業緊急雇用安定助成金中小企業緊急雇用安定助成金

最高１人１日最高１人１日 13,68513,685円円
これだけ会社のプラスになる！！これだけ会社のプラスになる！！

株式会社 新日本企画 オープンカレッジ福岡校

サンセルコまいまいパソコンスクール
住所

福岡市中央区渡辺通り１丁目１番１号

TEL：092-715-7411
■受付時間
月曜日～金曜日
10：00～18：00

教室の風景



代表取締役社長 野元 多津子様にお話をお伺いしました。

健康を通じてのコミニュティー広場
花峰クラブ
花峰クラブとは、日本山人参をはじめとする「食」を通じた健康
の大切さや「日本の伝統・文化」を伝え広げていくコミュニティ
です。日本山人参を食材にした食事会をはじめ、イベントや講
演会など月に１度のペースで様々なボランティア活動を行って
います。

本来の健康とは何かを伝えたい「花峰クラブ」では、教育とい
う方法ではなく、日常の生活の中で伝える機会を設けるため
に設立しました。

エレガントジャパンとは？

宮崎県高千穂山系で栽培されたヒュウガトウキを原料とした
「日本山人参」のほか健康食品やスキンケア商品などの製造、
販売までを一貫体制で取り組んでいます。

日本山人参（ヒュウガトウキ）とは？

高千穂地方では昔から「神の草」と呼ばれひっそりと生えてい
たのが日本山人参です。ヒュウガトウキは土づくりから収穫ま
で、足掛け５年を要します。科学肥料や農薬など一切使用せ
ず育てることを創業以来のモットウーとしています。昭和４０年
代から人口栽培に成功し、すぐれた薬用植物です。
「根」の部分は平成１４年に厚生労働省により医薬品の正薬リ
ストに加えられ、その根以上に注目されているのが葉の部分
です。研究により代表的有効成分であるクマリン系のYN-1が

根よりも大量に含まれていることがわかりました。
近新しく研究結果でわかったのがヒュウガトウキには現代

病ともいえるメタボリックシンドロームにも、糖尿病にも有効に
作用する成分が含まれていることが明らかになりました。
その研究結果が平成２２年８月２８日、２９日の両日、京都薬
科大学にて開催された「第２７回和漢医薬学会学術大会」で
発表されました。
健康産業流通新聞にも掲載されました。

経営理念

１、健康と幸せを築く

２、経済的安定

３、華やかさとともに品格ある人生

当社に興味をもたれたら
ホームページもご覧下さい！

http://elegantjapan.co.jp/

当社のホームページには、日本山人参に関する情報をお客様
にできるだけ判りやすく掲載しています。
何かと話題の日本山人参に関する商品もございますので
気軽にご覧下さい！
花峰クラブについての詳細も掲載しております。

皆様の体をより健康にするお手伝いをして参りたいと心よ
り願っております。

日本山人参茶（ティーパック）
内容量 １袋・・・（３ｇ×１５包）

１箱・・・（５袋入）

日本山人参茶（缶入り）
内容量 １缶・・・１９０ｍｌ

１箱・・・１９０ｍｌ×３０缶入り



私たちは、地球環境保全と
CO2削減を目的としたマングロー
ブ植林事業をインドネシアにて、
展開しております。

今まで培ってきた経験を活かし
講演活動や、インドネシア現地で
のマングローブ植林ツアーの受け
入れなども行っています。また、
誰でもマングローブ植林ができる
参加型プロジェクトも立ち上げま
した。是非、一度弊社ホームペー
ジをご覧下さい。

保質成分たっぷり配合した洗顔、潤いを
与えて閉じ込める理想の美容液の2ステッ
プのスペシャルケア。肌の調子を整え、艶
めきのある極上の素肌へと導きます。

「忙しくて特別なお手入れをする時間がな
い！でも、“美”はあきらめたくない」ANIKA
はそんな、わがままに、そしてアクティブに、
がんばる女性をしっかりサポート。

２ステップの簡単スキンケアなので普段の
生活を続けながら、あなただけの“美’s 
STYLE”を愉しむことができます。

福岡を代表する伝統工芸品、博多織や
博多人形、そして久留米絣の専門店。

博多織の帯やバッグ、財布類の小物か
ら、ネクタイやテーブルセンターなど品
揃え豊富。久留米絣の洋服も取り揃え
ています。

◆有限会社◆有限会社 岩政岩政 TEL0TEL09292--844844--66186618

・本店（藤崎商店街内）
・ＪR博多駅デイトス店

・福岡空港店

平成２２年１１月１７日（水） AM９：５０スタート

夜須高原カントリークラブ
朝倉郡筑前町曽根田141-26 TEL：(0946)42-2211
３，０００円 ※プレーフィーは実費となります。各自ご清算ください。

※プレーフィー（キャディ付き） ￥１３，７８０

プレー終了後、表彰式を行います。賞品を多数
ご用意いたします。※組合せは後日お知らせします。

◆日 時

◆場 所

◆参加費
パーティ

アイジータックス税理士法人
株式会社緒方会計事務所
代表 緒方 芳伸 TEL092-731-8484

こんにちは！ 緒方芳伸です。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
１に仕事、２ゴルフ、３.４が無くて５に仕事！
晩秋の穏やかな一日を、日頃お世話になっている皆さまと
爽快？なプレーをいたしたくコンペを企画いたしましたので、
ご案内申し上げます。
是非、万障お繰り合わせのうえご参加ください。
お待ちしております。

お申込は、会社名・お名前・電話・ＦＡＸ番号を、下記ＦＡＸまでお送りください。

FAX092FAX092--731731--84888488
担当：かわしも担当：かわしも
締切１締切１00月月2255日日

右）アニカモイスチャー右）アニカモイスチャー
ホワイトエッセンス（美容液）ホワイトエッセンス（美容液） ￥￥15,75015,750

左）アニカモイスチャー左）アニカモイスチャー
パックウォッシュ（洗顔料）パックウォッシュ（洗顔料） ￥￥8,4008,400

冷やしても、温めても体にらくらくフィット。
違和感の少ないソフトな感触だから熱を
持っている時にはひんやりと、また血行を
促進したい時にはぽかぽかと。クールでも
ホットでも心地よくお使いいただけます。

秋山工業では、ＣＯＯＬ＆ＨＯＴ ＰＡＤを
使った様々な商品を開発しております。
ぜひお問い合わせください。

〒811-1101

福岡県福岡市早良区重留4-14-23
TEL092-804-1288 FAX092-804-0496

冷やしたい時、温めたい時に手軽で簡単
あらゆるシーンにジャストフィット。

いつからいつからでも、どこからどこからでも、自由自在な受注顧客管理ソフト受注顧客管理ソフトです。

博多織の岩政
はかたおりのいわまさ

福岡市博多区博多駅前一丁目４番１号
博多駅前第一生命ビル６Ｆ

http://www.akiyama-sp.co.jp/

アニカコールセンターアニカコールセンター

０１２０－８６４－２８００１２０－８６４－２８０



◆スマートフォンの定義とは・・
・単体で通信、通話が出来る。
・タッチパネルやQWERTY（ｸﾜｰﾃｨ）ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ採用など、操作性が一般のユーザーに親しみやすい。
・ユーザーレベルで自由にアプリによる機能の追加やカスタマイズが可能である。
・ソフトウエア（アプリ）の開発に必要な、ＯＳの情報が一般に公開されている 。

皆さん、「スマートフォン」という言葉を聞かれた事はありますか？
「既に使ってるよ」という方もいれば、「良く分からないけど興味がある」とい
う方もいると思います。このコーナーでは「スマートフォン」に関する情報を、
定期的にお知らせしていきます。

＋電話

＋携帯メール ＋カメラ

＋ワンセグ

＋インターネット＋ゲーム

＋ＦeliCa
（おサイフケータイ）

＋ミュージック
プレイヤー

＋etc…

※QWERTYキーボード採用

スマートフォン

ツイッターツイッター

ゲームゲーム

ＧＰＳナビＧＰＳナビ

電話電話

スケジュール管理スケジュール管理

ＰＣメールＰＣメール

名刺管理名刺管理

メモ帳メモ帳

ファイル共有ファイル共有

ブログ更新ブログ更新

ＳＮＳＳＮＳ

音楽音楽

動画動画

カスタマイズカスタマイズ

インターネットインターネット

ファイル管理ファイル管理

カレンダーカレンダー

カメラカメラ

マップマップ

天気天気

時刻表時刻表電子電子BOOKBOOK

辞書辞書

アプリアプリ

etcetc

etcetc

etcetc

クラウドサービスクラウドサービス

注文・予約注文・予約

「スマートフォン」の定義は非常に曖昧ですが、海外ではメールやインターネットが出来る高性能な情報通信多機能電話を意味することが多いです。
アメリカでいうところの携帯電話（セルフォン・モバイルフォン）は、音声サービスの利用がメインで、ローエンドの機種などは１０年以上前の日本の携帯と
同等の機能しか無かったりします。（スマートフォンの普及に伴い、携帯電話の性能も 近は向上しているようです）

図のように電話機に各機能が追加されて進化したパターンと、携帯情報端末（ＰＡＤ）やポケベルを含む、情報通信端末に電話機能が追加されて進化し
たパターンがあります。日本の携帯電話は主に前者のパターンで進化しましたので、広義に解釈するとほとんどの日本の携帯電話機はスマートフォンに
なってしまいます。しかしガラパゴス携帯と揶揄される事からも判る通り、日本の携帯電話市場は世界的に見ても特殊であり、「フィーチャーフォン」「ブラ
ウザフォン」など、「スマートフォン」とは別の分類に分けられる事が多いようです。

今年、ドコモやＡＵからワンセグやおサイフケータイ機能付きのスマートフォンが発表されましたので、日本におけるスマートフォンの定義はますます曖昧
になってくると思われます。

簡単に言えば、いろんなことが出来る携帯電話です！簡単に言えば、いろんなことが出来る携帯電話です！
様々な用途に合わせてアプリ（ソフトウェア）を導入し、自分の様々な用途に合わせてアプリ（ソフトウェア）を導入し、自分の
スタイルに合わせた携帯電話にカスタマイズする事が出来ます！スタイルに合わせた携帯電話にカスタマイズする事が出来ます！



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♪

猫背克服！

「肩甲骨を寄せるポーズ」
で姿勢を正しましょう！

LESSONＫＡＫＯ先生の

11 22

ポイント！息を吸う。吐く。のセットで一呼吸。

正しい姿勢を維持するには、肩甲骨の周り
にある筋肉の僧帽筋を強化することが大
切です。全身の筋肉を効率よく動かすカギ
を握っているので、
座る、歩く、立つといった動作のときも、常
に僧帽筋を意識しましょう。

効果

「オフィスdeヨーガ」動画配信中！

http://altamoda.jp

息を吐きながら
少し音が出るように、
ゆっくりだけど元気
よく手を合わせます。

正面を向いたまま、
息を吸いながら、
肩甲骨を意識して、
腕を広げます。
息を吐く、吸うの一
呼吸。

33
必ず笑顔でしましょう！
自分のペースを守って

ぱちぃんと音が鳴る
ように元気よく手を

合わせましょう

息を吸いながら、腕を開
き、左に腰をひねります。
一呼吸。息を吐きながら
腕、腰を元に戻します。
次は、同様に右に腰をひ
ねりながら行います。

肩甲骨を
意識しましょう

Vol.26

『美・健康・ライフスタイル･
恋愛』の 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.29

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

★NOIR 新住所のおしらせ★

9月23日NEW OPENのビル「THE SHOPS」に移
転しました。
西通りから一風堂の通り沿いにあります。その
３Fに事務所と大小のレッスン場を
完備。より良い環境でモデルの養成・指導を行
い世界に通じるプロフェッショナルを育てたいと
思っています。今後も活躍をご期待ください。
住所 福岡市中央区大名1-12-56

THESHOPS3F

あわせて、9月28日にホームページも
リニューアルしました。
一段とパワーアップしたホームページを是
非ご覧ください。
現在活躍中のモデル、アーティスト、
パフォーマー、MCなど才能豊かな人材が
たくさんいます。
また、オーディション情報やイベント情報も
掲載しています。
今後も、どんどん旬な情報を発信していく
NOIRにご期待ください。
気軽にごらんになれる携帯サイトも準備し
ています。

http://www.office-noir.jp

NOIR



交渉が終了した 終段階で、よく使われています。日
常会話でもよく使います。覚えておきましょう。

近、福岡でもホテルなどの外資ホスピタリティ企業
の求人案件が増えてきました。
TOEIC 800点は、とっておいてくださいね。

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： “Take it or leave it”
（訳） ”申し出に対して受けるか否か”

vol.14

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/

今月の言葉解説
By 野崎 洋一

英会話コラム

ビジネスに交渉は、つきものです
よね。今回のテーマは、その交渉が
終わり決断をするときに使うセンテン
スです。
Take it or leave it. それ以上の交渉
は受けないという英語での直接的な
表現です。

うだるような暑さも収まり、
朝晩は涼しくなってきましたが、皆
さんいかがお過ごしでしょうか？

前回、知らない単語や表現が出て
きたら、すぐに辞書を使うの

英語貯金、始めませんか？⑩
Ｂｙ 住吉 祐一郎

ではなく、前後の文脈から単語の意味を推測し
てみてください、と書きました。つまり想像力を駆
使して読む、ということです。なぜ想像が必要か
というと、知らない単語が出てくるたびに辞書を
引くと、読書が進まないからです。辞書を引くこ
とに忙しくストーリーを楽しめなくなるからです。
知らない単語が多すぎる場合はダメですが、一
段落にひとつ程度なら、こんな意味かな～と想
像しながら読み飛ばしましょう。

つづく

皆様、はじめまして。経営法律事務所北斗の弁護士の田畠と申します。ひょんなことから、紙面をお借りす
ることができましたので、経営弁護士ならではの視点から、少しでもお役に立てる情報を伝えていければと
思います。ご意見、ご感想どしどしお寄せ下さい（笑）。

さて、我々は仕事柄、経営者、社長のお悩みを聞くのが仕事です。悩みの中で多いのは、やはり従
業員さんに関する問題ですね。それも法的な労務問題というよりかは、各人の気持ちの問題、モチ
ベーションに関するものが多いです。どうしたら社員のモチベーションが上がるのか、どう言ったら、
やる気になってくれるのか、そういったお悩みをお持ちの社長さんがとても多いです。私は、社員教
育のあり方や、具体的なセミナーを開催しているので、それにご参加頂くことをお薦めはするので
すが、その前に、いつもご理解して頂くようにしている話があります。それは、社長と従業員さんで
は住んでいる世界が違うということです。世界が違えば、話す言葉も変わります。そこでの常識も変
わります。大事にされている価値観も違えばお金の意味も変わってきます。

例えば、経営者からみれば、仕事は自分の夢や希望を叶えるためのものですが、従業員さんの
世界では、仕事は生活費を稼ぐためにやむを得ずにするものと考えている人が少なくありませ
ん。もちろん、従業員さんの中には、与えられた仕事に自分なりの意味や楽しみを見いだし、単
なる給料との交換のために自分の時間を使っているのではない方もたくさんいます。でもそうい
う方は、ほっておいてもやる気を持って仕事をしてくれていますから、頭を悩ます従業員さんとは
異なりますよね。具体例をあげれば、もっといろいろあるのですが、とにかく世界が違うんだとい
うこと理解をせずに、従業員さんと向き合おうとしてもすれ違うばかりなんだというのが、私の経
験則であり、クライアントの社長さんに説明していることです。

ちなみに、私は弁護士になる前は、半人前ですが営業マンでしたので、従業員の感覚も持った上で
の結論です。たしかにその頃と今の自分では、考え方が１８０°違うといっても過言ではないですも
んね。（私もこの４月から、経営者になりましたので。）

それでは違う世界の人とどうやってコミュニケーションをとっていけばいいのか。それが問題ですが、
その話は次回ということで。。。

Vol.１

今年の春に合同事務所を開業した弁護士
田畠先生がコラムを担当。一般の弁護士
とは一味違う魅力と資格をもたれています。
弁護士とMBA（経営学習士）を取得され、
福岡の経済を活性化させようとしている田
畠先生による経営課題解決コラムを通じ
ての道案内。これは必見です！
サポート担当の坂本イチオシです。



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・会長の大久保が理事長を務める公益財団法
人 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。

ＣＩＥＳＦ支援活動内容

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。

1、「教師派遣プロジェクト」について

カンボジア国内の小学校教員養成所（１８校）と中学校教員養成所（6校）に、日本から経験豊かなベテ
ランの教師（理数系）を派遣し、これら養成所の共感を指導しながら、一緒に現地の状況にあった指導マ
ニュアルの作成を行い、それを広げていく事によって、全国の小中学校の教師のレベルを上げて行く活動を
行っております。

2、「教育大学院大学プロジェクト」について

現在、カンボジア政府と協力し、タイの教育省や大学の支援を受けながら、カンボジアの教育政策を担う
教育省の役人などの再教育及び研究機関として教育大学院大学を設立するべく、研究グループを立ち上げて
おり、２０１２年の設立を目指しております。本教育大学院大学は、「教育人材開発研究科」「教育経営研
究科」「カリキュラム研究科」の3つのコースの設立を予定しております。

3、「ビジネスプランコンテスト開催プロジェクト」について

現在、カンボジア国内の既存の大学、および政府機関、団体と協力し、早稲田大学ビジネススクールで実
施されている実践経営学講座（ＣＯＢＬＡＳプログラム）を開講しております。また、現地の大学とビジネ
スプランコンテストを共催し、コンテストの予選通過者には、ＣＯＢＬＡＳプログラムをはじめ、様々なビ
ジネス講座を受講していただきます。そして、優秀者にはマイクロファイナンスも貸与し起業支援を行って
いきます。起業家志望以外の学生には推薦書を作成し外資系企業などへの就職支援を行います。

4、「王立プノンペン大学内における教育学部設立」について

現在、千葉大学と連携し、王立プノンペン大学内に、カンボジアで教師を目指す人向けに教育学部を設立
するための準備に入っております。

5、「バッタンバン大学における農業技術支援」について

千葉大学をはじめとした日本の大学の協力のもとに、現在、一毛作しか行われていないカンボジアの農業
を、最低でも二毛作を行えるように技術指導することにより、国民の70％を占めている農家の収入を増やし、
結果として子供たちの就学率向上に繋げるよう支援を行います。



作家・ドストエフスキーの誕生日(1821年)

サッカー・ディエゴ・マラドーナの誕生日(1960年)

女優・仲間由紀恵の誕生日(1979年)

30 日

(土)

世界手洗いの日

2008年より、感染症の予防のため、石鹸を使った正しい手洗いの
方法を広めるための活動が世界各地で行われる

15 日

(金)

トリコロール記念日 [フランス]

1794年、フランス国民公会が、青・白・赤の
三色旗(トリコロール)を国家の象徴と定めた

24 日

(日)

塾の日

1988年、全国学習塾協会が制定
「じゅ(10)く(9)」の語呂合せ

9 日

(土)

トルコ共和国宣言記念日

1923年、ムスタファ ケマルにより
「トルコ共和国」が宣言、正式に共和国へ

29 日

(金)

世界標準の日(World Standards Day)

世界標準を策定した人たちに感謝し、労をねぎらう日
国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が制定

14 日

(木)

ハロウィン

キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭
31 日

(日)

28 日

(木)

27 日

(水)

26 日

(火)

25 日

(月)

23 日

(土)

22 日

(金)

21 日

(木)

20 日

(水)

19 日

(火)

18 日

(月)

17 日

(日)

16 日

(土)

麻酔の日

日本麻酔科学会が制定。1804年のこの日、華岡青州が世
界で初めて全身麻酔による乳癌手術を成功させた

コロンブス・デー、大陸発見記念日

1492年、スペインの航海士・コロンブスが新大陸を発見。コロンブス
は亡くなるまで、これがインドだったと信じていた

体育の日

2000年より祝日法改正に伴い10月第2月曜日に
1966～1999年は10月10日

釣りの日

1977年、全日本つり団体協議会と日本釣振興会が制定

魚の幼児語から「ト(10)ト(10)」の語呂合せ

イレバデー

1992年、全国保険医団体連合会が制定
「い(1)れ(0)ば(8)」の語呂合せ

盗難防止の日

2003年、日本損害保険協会が制定
車上狙い、住宅侵入盗難などの
防止啓発が行われる

役所改革の日

1969年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」が発足
当時の市長はマツモトキヨシ創業者の松本清氏

ワタミ・渡邉美樹会長の誕生日(1959年)

女優・黒木瞳の誕生日(1960年)

レスリング・吉田沙保里選手の誕生日(1982年)

探し物の日

NTTの電話番号案内が104番であることから
失くした物をもう一度本気で探してみる日

ドイツ統一の日

1990年、東西ドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共和国が誕
生。ベルリンの壁が崩壊後、わずか11カ月後

国際非暴力デー

2007年6月の国連総会で制定。インド独立運動の指導者で、
非暴力を説いたマハトマ・ガンジーの誕生日

土地の日

印章の日、ハンコの日

コーヒーの日、日本酒の日 等

パンダ初来日の日

1972年、中国から雄雌一対の子供のパンダ
康康(カンカン)、蘭蘭(ランラン)が贈られ話題に
受け入れ先は上野動物園

13 日

(水)

テディベアズ・デー

テディベアの名前の由来となった
米国26代大統領セオドア・ルーズベルトの誕生日

12 日

(火)

柿の日

2005年、全国果樹研究連合会が制定
1895年のこの日、俳人・正岡子規が
「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだ

11 日

(月)

世界パスタデー

1995年、イタリアで世界パスタ会議が開催された
EUやイタリアパスタ製造業者連合会などが
合同でパスタの販売促進キャンペーンを実施

10 日

(日)

電信電話記念日

1950年、電気通信省(現在のNTT)が制定
1869年、東京～横浜で公衆電信線の建設工事が始まった

8 日

(金)

パラシュートの日

1797年、フランスのアンドレ=ジャック・ガルヌランが高度2400mの気球
から直径7mの布製の傘と一緒に飛び降りた。これが世界初のパラ
シュートによる人間の降下となった

7 日

(木)

化学者・ノーベルの誕生日(1833年)

作家・江戸川乱歩の誕生日(1894年)

俳優・渡辺謙の誕生日(1959年)

6 日

(水)

リサイクルの日

1990年、日本リサイクルネットワーク会議が制定

「ひとまわり(10)、ふたまわり(20)」の語呂合せ

5 日

(火)

日ソ国交回復の日
1956年、日本の鳩山一郎首相とソ連のブルガーニン首相が「日ソ国交
回復の共同宣言(日ソ共同宣言)」に調印した

4 日

(月)

フラフープ記念日

1958年、フラフープが日本で初めて発売された
1本270円、1カ月で約80万本の売上げを記録

3 日

(日)

上水道の日

1887年のこの日、横浜の市街地へ
日本初の近代的上水道による給水が開始された

2 日

(土)

世界食糧デー

1981年制定、1945年のこの日に、
国連食糧農業機関（FAO）が設立された

1 日
(金)

このコーナーでは、「今日は何の日？」を紹介します。
ビジネスの話題作りに、朝礼のネタに、暇つぶしに、

どうぞお好きに活用して下さい。

♦ 2010年10月 ♦



取り組んで来たことを一旦きちんと片付ける
ことで、先のすべき事が見えてきます。人か
らのきつい意見は、エールを受け止めていき
ましょう。

流行色のニットのツーピースで。

支障のおきやすい月なので積極的に動く
のは注意。馴れないこと新しいことは、や
らないこと。どんなことも慎重な対応をす
ることです。

運気を落とさないよう、ストレッチ、ウォー
キングの軽い運動を出会い運は水晶を見
につけて。

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、行楽の季節の到来ですね。
行楽地に行くと写真を撮る機会も増えま
すよね。写真を上手に撮れないことよく
ありませんか？
カメラの性能がよくなってきていてもなか
なか上手くいかないものです。
そこで、これをお試しくださいという情報
をひとつ。シャッターの半押しです。ピン
トを合わせたいものを真ん中に置き、
シャッターを半分押し、そのまま撮影。ワ
ンランク上を目指すならそのまま、左右
に移動すると、おしゃれな写真が撮れま
すよ。

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

好調のようでも不安定な月です。今まで以上
に周りとのコミュニケーションをとり段取りよく
早目の対応を心掛けてください。

衣替えで衣類の整理整頓を終ったら柑橘系
の香で運の活性化を。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

活発な運気です。実力者の引き立てもありま
す。エネルギッシュな行動力と謙虚な気持ち
でバージョンアップです。

ロングタイプのシルクのストールで。

気分的にゆとりも生まれ、開放的になり少し
楽しみたいところですが、隙を作ると今後の
運気を下げます。規則正しい生活を心掛け
ましょう。

キッチン周りの掃除で金運アップです。

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

方向転換は時期早尚です。現状をしっかり
把握し、段階を踏んで進んでください。

月光を浴びてパワーアップ。月モチーフのア
クセを身につけましょう。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

明るく活発な気分になりますが、出しゃばり
過ぎは逆運になります。控えめでいくのが後
日のためです。

ストライプ模様の洋服、小物を身につけると
うまくいきます。

何となく落ち込んだ気分になりがちですが、
焦らず自分磨きの月です。縁の下の力持ち
やまとめ役に徹しましょう。

好みの入浴剤でバスタタイムの充実でストレ
ス解消を。

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

よい月のようですが、障害のある月ですから
自分の本分を守り堅実に冷静な対応でいく
月です。

手作りの洋服とか雑貨の活用が運を呼びま
す。

2 0 １ ０ 年 1 月 九 星 占 術☆ ☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

小西 みどり

夢を叶える似顔絵師。
みどり風のデフォルメタッチは、人の心
を明るくしてくれると評判。フェルトペン、
ポスターカラー、パステルを利用。今月
号の中に表紙の制作風景の写真を公開
していまーす。
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