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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０４９ － パーソナリティ集団 クリエートジャパンエージェンシー

代表取締役 浅井 安臣
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-15-11
TEL 03-3402-7561 ／FAX 03-3402-7567 

クリエートジャパンエージェンシー様のこだわりは、芸能プロダ
クションとして、タレントからパーツモデル、音楽事業、コンテ
ンツ事業まで、多岐にわたる事業体制を整えていること。そのた
め、幅広い芸能プロダクション活動が可能になっています。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-3402-7561まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社クリエートジャパンエージェンシー

私達は、幅広いパーソナリティによる表現者
たちの集団として、あらゆるメディアを通じ、
具体的に、あるいはイメージ的に、しかも適切
に表現をしつづけながら、この重要な役割を
果たして行きます。

創業当時から、私達には「マクロを観る目、
ミクロを視つめる目」という言葉がスローガン
になっています。即ち“全体を把握する能力”
そして“ディティールを正確にとらえられる能
力”、これを同時に「感じる」ことができ、常に
心掛けることが“表現者”にとって最も重要な
ことと思っているからです。

私達は単に漠然としたモデル、芸能プロダク
ションという概念ではなく、社会的にもこのよう
に表現による伝達で、大きく人々に影響を与
える重要な役割を果たしていることを常に忘
れることなく、今後とも努力を重ねていきます。

従来のモデル、芸能、音楽事業部に加え、コン
テンツ事業部も本格的に活動を開始されました。

モバイルという新たな媒体を手に入れ、他の事
業部とも有効に連動し、エンターテイメント、広告
コミュニケーション等の活動を相乗的に広げ、
今後の更なる飛躍に注目が集まっています。

浅井社長より一言

CJAhttp://www.cja.co.jp/

活躍中のタレント・モデル 今後の展望

クリエートジャパンエージェンシー
モバイルサイト

QRコードよりアクセス！（→）

オーディション・
モデルNEWS
などを携帯でも
確認できます。

布施 紀行さん

映画やドラマを中心
に活躍中

米山 真央さん

舞台・ラジオなど、
各社ＣＭにも出演

木村 直子さん

脚タレとして、雑誌
やＣＭで活躍



役者を経て、精神科のセラピストからプロダクション代表になられた、今井社長の経歴は
異色ではないでしょうか？

大手事務所に属さない新人の役者たちを売り出そうと業界に当たってみても、商業主義
的な人が多いのが現実。

そんな中、今井社長は、映画の脚本作りにも参加し、
あらゆる人との出会いの中で『情熱は人を動かす』ことを感じ、
俳優だけでなく、新進の映画監督のマネジメントを手がける
ディレクターズクラブを立ち上げています。

そして人が人を呼び、そして現在は、新進監督の駆け込み寺的存在に。

所属俳優40名、登録監督10名（アドバイザー監督5名）を数えるまでに成長されています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０５０ － 情熱は人を動かす ＣＬＥＯ

株式会社 ＣＬＥＯ

『次の世代の人にチャンスを残したい！』
今井社長にインタビューする中で、印象的な言葉でした。
ひとりひとりの創造的で魅力的な人生を、情熱をもって
支え続けていく。そんな人が人を呼ぶ素敵な会社です。

会社紹介

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-5434-5111まで、直接ご連絡お願いします。

http://www.cleo-inc.jp/ CLEO 次世代監督

役者は、知識や教養より、役者としての感性を磨きながら、
役者としての生き方をどこまでつらぬき通せるかが必要だとか。

また、自分の中にある未知のもの、今まで気付かなかった部分を引き出す努力や
工夫は、一人でできるものでは無く、感受性は訓練によって磨かれるものだというのが、
今井代表の持論。

自分の感受性をどう引き出すか、その選択は自分で行う。
そして、その上で何かに気づくことができたら…まわり道をしても自分のやりたいことが
できたら…とても素敵ですね。情熱は、必ず周囲を動かすでしょう。 ＣＬＥＯの今井社長に最初にお会いした

際に、今のプロダクション業務のお話をう
かがいました。

今井社長の情熱に人が集まり、人が人
を呼ぶということが、とても良いと感じま
した。ここでは書ききれない熱き想いを
いっぱいいただきました。

情熱は必ず周囲を動かす。

いつも一人ひとりの創造的で魅力的な人
生を情熱をもって支え続けていく、ＣＬＥ
Ｏ様と共に成長していきたいと考えてい
ます。

（担当ソリューションアドバイザー：田中）

俳優

新進映画監督

『みんなやり残ししていることはある。それを一緒にひろっていきたい』（クレオ・今井代表）

・映像プロダクション業務および、映像放
送番組等の企画・制作
（トリンプ・キリンビール・東京電力etc…）

・俳優、クリエイターの育成、
コーディネート、キャスティング

『コンセント（中原俊監督）』
『恋は五七五（荻上直子監督）』
『無防備（市井昌秀監督）』

・演劇、各種イベントの企画、製作、運営
（コレドショートフィルムフェスティバル

etc・・・）

主なプロダクション業務

代表 今井 乃梨子
〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-20-8 TEL 03-5434-5111（代表）

□アクターズオフィス（俳優部） TEL 03-5436-2366
□ディレクターズクラブ（クリエイター部） TEL 03-6826–8900    

フォーバル担当より

今井代表が、若手監督達の熱き思いを知ったのは、4年前・・・

そこから生まれたクリエイター集団は、着実に実を結んできました。
今、彼らは素敵な先輩達に見守られながら、迷わず歩き続けています。

『「映画は一人では創れない」という、あたりまえのことを言う勇気をもらった」と今井代表。

そこから多くの素敵なスタッフ達と出会い、彼らもまた、それぞれの分野で、誇りと情熱を
もって歩き続けているそうです。



売りたい 買いたい ＰＲ情報

では、

皆様のビジネス活性化をお手伝い
させていただくため、

情報をご紹介しております！

銀座・トマト 勝見 地映子 社長より

超簡単とっておき手作りレシピ
買い置き食材ＮＯ．１「卵」料理

買い置き食材のナンバーワンといえば「卵」。
大人も子供も大好きですね。時間が無いときにも
ピッタリの超簡単レシピ・裏技をご紹介いたします。

【たまごサンドの簡単レシピ】
①卵をゆでます。
②殻をむきナイロン袋に入れ、袋の

まま包丁の背でたたき、マヨネーズ、
塩、こしょうを加えます。

③袋に入れたまま、揉んで混ぜます。
④混ぜたら食パンの上に、袋からそのまま絞り出

し、仕上げます。
→ナイロン袋を使うとキッチンも手も汚れず、

洗い物も少なくなって便利です！

【塩味がついたゆで卵をつくる裏技】
①生卵をよく洗います。
②好みの濃度の塩水に一晩つけておきます。
③翌日、その塩水でゆでます。
→塩味のついたゆで卵のできあがり！

株式会社銀座・トマト http://www.ee-tomato.jp/

〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-4
TEL 03-3572-5555

銀座トマト

卵料理

麻布十番の手作り石鹸専門店アンティアンでは、
自然の植物オイルを原料とし、手作り石鹸という
手法（コールドプロセス）で、およそ1ヶ月の時間を
要し、身体や環境に優しい石鹸をつくります。

出来上がった石鹸は、敏感肌や小さなお子様で
も安心してお使いいただけるお肌に優しい極めて
低い弱アルカリ性に仕上がります。

もちろん防腐剤、人口香料などの化学物質も一
切無添加にしています。

手作り洗顔石鹸の「ラベ
ンダーハニー」は驚くほど
の保湿と、メイクも落とせ
て、毛穴の黒ずみまで
スッキリと洗い流し、張り
のあるしっとりした美しい
お肌に整えてくれます。

売りたい

株式会社アンティアン http://www.untiens.jp/

〒106-0045 
東京都港区麻布十番2-8-14 アイ・オー麻布1Ｆ
TEL 03-5440-7785 info@sancreation.co.jp

アンティアン

アンティアンの人気Ｎｏ．１
手作り洗顔石鹸「ラベンダーハニー」
是非一度お試しください！

出張・旅行で博多へ行くならば・・・

博多の夜を中洲で遊びたい！

どこに行けばいい？ 予算はどれくらい？
そういう疑問や不安をどちらも解決！
ふだん行けないような高級クラブへ御希望に
合わせてチョイス致します。

e 中洲企画 担当者：中城（ナカシロ）

http://www.enakasu.com/out/yoka/

株式会社 福一不動産内 福岡市博多区上川端1-6-２F

TEL 092-291-2103 FAX 092-291-2170

よかばいパック

九州情報

中
洲「よかばいパック」博多の夜を満喫できるプラン・・・

料金

参加人数
（2名様以上のご参加が必要です）

御一人様

2名～4名

5名以上 20,000円（税込み）

25,000円（税込み）

・料金に含まれるもの
食事代、クラブ90分間飲み放題。

※飲み放題は食事処やクラブ指定のドリンクに限ります！

・クラブによっては、追加料金がかかる場合もございます。

御食事処とクラブを提携し低予算ハイクオリティなパックにしました
当日お伺いするクラブのホステスさんと一緒に御食事＋クラブで90分

『コーレアを見た』で２,０００円OFF

※個人で行く場合は通常50,000円以上かかります。





エスペラント様は、アクセサリー、革小物のOEMを中心に

商品企画から製造、流通まで一貫して任せることができる
ファッションメーカーです。

今年は設立7年目ですが、当初は小売出身のパタンナー・
服飾・原型師の3名でスタートされ、現在は6名とのこと。

「僕が皮製品に魅了されたんです」と荻野社長。
まだまだ小さな会社ですが、「モノづくり」は、大きくて強い
広がりを持ったものでありたいと考えています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０５１ － オリジナルアクセサリーの企画・製造 エスペラント

代表取締役 荻野 俊彦
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-1 三進ビルB1階
TEL 03-3797-7412

「何と言ってもMADE IN JAPANにこだわっています」。と
荻野社長。10年来、提携されている日本の職人さんとも
「日本を良くしていこう」という話ばかりされているとか。
ヨーロッパ・アジアに通用する、質の高い日本ブランド
として、中国の富裕層にも提案していかれたいそうです。

荻野社長より一言

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-3797-7412まで、直接ご連絡お願いします。

会社紹介

http://www.esperanto-co.com

有限会社エスペラント

会社の強み

エスペラント アクセサリー

お客様のご要望に添ったオリジナル商品の企画・デザイン
から、サンプルの提出、海外工場での製造・納品まで、トー
タルで提供されていることが強みです。

素押しがメインの皮製品の中で、レーザー彫刻器があるの
で、小ロットの別注も可能です。0.1mmの文字を焼くことも

できるとか。提携工場もあるので大量生産もできますよ。

実は会社も、工場機能も渋谷にあるのですよ！！

アパレルの業界の方々も、アクセスしやすい環境
だと思いますし、社員が全員職人（専門職）なので、
アイデアもワンストップでまとまりやすいです。

ぜひ ご相談ください！お待ちしております。

とにかくカッコイイ！その一言に
つきます。

事務所も商品がショップのように
並んでいるので、お取引き先の
お客様も色々なイメージを膨らま
せながら商談やご相談ができる
のではないでしょうか？

やはり、社員みなさんが職人とい
うだけあって、雰囲気も違います
ね。お気に入りのレザーアイテム
をぜひ探しにいらしてください。

（←写真左が荻野社長、右＆コメント
はフォーバル・丹羽）

フォーバル担当より一言



お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０５２ － 肌のトラブルはおまかせ！ 粘土サイエンス

株式会社 粘土サイエンス

販売責任者 満潮 誇
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-2-1
TEL 03-3359-3155

粘土サイエンス様のスキンケア商品は、製品作りの段階から
肌に悪いとされる成分を除外するところから始まります。
肌をきれいにするためにお使いになられる商品が、
肌に有害な成分が入っているものを、使ってしまったのでは
意味が無いからです。
粘土サイエンス様は、モンモリロナイトの汚れの吸着力に注目し、
その成分を生かしたスキンケア商品を取り揃えています。

モンモリロナイトとは

http://www.monmori-kun.com

クレイ マインド

どうしてお肌にいいの？

粘土サイエンス様の使用しているモンモリロナイトは、
少なくとも３億年以上経過した地層から取り出した、
ベントナイトと呼ばれる種類の天然の粘土（ＣＬＡＹ）です。

モンモリロナイトは紙の束のような構造をしています。

その層と層は磁石のようにお互いに引き付けられており、
膨張するとここに物質を抱え込みます。

水膨潤すると2ナノメートル（※）という非常に小さな分子

構造になり、層と層の間に物質を抱え込み大型の汗腺や
毛穴に簡単に入り込むことが出来ます。
（※）1ナノメートル＝10のマイナス9乗メートル

モンモリロナイトは、肌にとって有害な有菌類、油類（特に
酸化の進んだもの）及び合成化学物質等に吸着する性質
をもっています。

水分を含んで膨張をすると、汗腺や毛穴を通して肌へ入り
込み、菌類や油類を包摂し、今度は、酸素の多い外へと出
ていく性質があります。また保水効果のあるヒアルロン酸と
は、相性が悪く脱着する性質があります。

このような化学的特長を生かして商品化したものが、粘土
サイエンス様のクレンジングやローションです。

ヒアルロン酸などの有効成分を含ませたモンモリロナイトは、
毛穴などを通して肌の奥へと入り込み、そこで菌類や油類
を見つけると、ヒアルロン酸を手放し、お肌に有害な菌類や
油類を抱えて外へと出てくるのです。

新商品のご案内＜ｙｏｋｏ＞

天然ＣＬＡＹの洗顔料
ｙｏｋｏ クレンジングクリーム 150g ¥5,250

天然素材のＣＬＡＹ（粘土）である 【モンモリロ
ナイト】 が肌の油分や有菌類などの汚れを吸
着して、外へと運び出し、肌をきれいな状態に
保ちます。

面倒なメイク落としも必要なく、これ１本でクレ
ンジングが完了。忙しい女性にうれしい洗顔料
です。

フェントンシリーズよりも、より女性のお客様に
喜んでいただけるよう開発したyokoシリーズで
新発売！内容量もたっぷりの150ｇ。

フィットコラージュ配合の天然ＣＬＡＹ化粧水
ｙｏｋｏ スキンケアローション 100mL ¥5,880

ダイズ発酵エキス(フィットコラージュ)が肌に

潤いを与え、乾燥からお肌を守ります。

フェントンシリーズよりもさらに、お化粧など
でお肌の荒れてしまった女性向けに、yokoシ

リーズで新発売。

内容量もたっぷり100mlで、価格もお求めや
すくお手ごろになりました。

ご質問・ご注文は、お電話またはホームページより
承っております

ＴＥＬ ０３－３３５９－３１５５
http://www.monmori-kun.com

クレイ マインド



実際の裁判例を見てみると、パワハラで提訴されるようなケースは、その被害を被った従業員がうつ病になったり、自殺してしまったようなケー
スが多いという印象を受けます。

有名な判例としては日研化学事件がありますが、裁判所は、上司のパワハラが原因による職員の自殺を労災と認めました（東京地裁平成19年
10月15日判決）。この事件では、「お前は会社を食い物にしている。給料泥棒だ」、「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」、「車のガソリン代

がもったいない」、「どこへ飛ばされようと、俺はお前が仕事をしないやつだと言いふらしてやる」などという上司の暴言が認定されています。ちな
みに、中部電力事件（名古屋高裁平成19年10月31日判決）、川崎市水道局事件（横浜地裁川崎支部平成14年6月27日判決）も、やはり職場のパ

ワハラやいじめが原因で職員がうつ病に罹患し自殺したケースです。
これらはパワハラ被害を受けたとされる職員が、自殺までしている極端なケースですが、配転命令等の人事権行使がパワハラだとされた事案も

あります（神戸地裁平成16年8月31日判決）。ただ、この事件では、会社側が職員に対して退職勧奨をしたところ、当該職員がそれに応じなかった

ことが背景としてあります。なので、この裁判では、真に必要な人事権行使ではなく、退職に追い込むための手段として濫用された人事権の行使
と評価されてしまっています。でも、これってけっこう微妙な問題ですよね。退職勧奨を伴わない通常の人事異動のほかに、退職勧奨に従わな
かったので人事異動を命じる場合の全てが、人事権の濫用とは言えないと思います。退職勧奨がなされるのは、その職員の能力面とかやる気と
かに問題があって、現状のポストに置いておけないから、というケースも少なくありません。そこで、退職してくれない以上、他部署に異動させるし
かないわけですが、その場合の異動先は、従来の配属先よりも魅力がない部署になることが多いと思います。重要な任務を任せても「使えない」
という判断を会社がしているわけですから…。

パワハラの裁判例

職員やその遺族から提訴されるリスクだけを念頭に置けば、会社のパワハラ対策として十分なわけではありません。
前述したように、パワハラ概念の曖昧さは、職員による“パワハラ主張の濫用”の余地も残すからです。特に、前記東京地裁のパワハラの定義

にもあったように、「受ける側がそれを精神的に負担と感じるとき」にパワハラが成立するとなると、上司の権限行使が気に入らない職員は、何で
もかんでも“パワハラ”だと強弁することを許してしまいます。

例えば、セクハラが大きな社会問題になったとき、多くの大企業がコンプライアンスの一環としてセクハラ防止対策のガイドラインを策定し、企業
内に浸透させるということをやりました。これはこれで立派な姿勢だと思います。そして、パワハラが社会問題になった今、この仕組みをパワハラ
にも導入すると、大変です。ある会社では、自称パワハラ被害の訴えが増加し、総務部も対応を迫られる。でも、そのほとんどが上司の指示が気
に入らないという職員の不満にすぎなかったということでした。そればかりか、職員によるパワハラ被害の訴えが恐くて、逆に上司のほうが委縮し
てしまうなどという笑えない報告もあります。当たり前ですが、全ての職員が違法なパワハラに当たるかどうかの法的判断をできるわけではありま
せんから、ようは自分が不快に思えば全てパワハラなんです。会社が誠実な対応を行えば行うほど、くだらない苦情の処理に追われ、担当部署
は非生産的な業務に忙殺されることになります。

それが面倒だからといって社内で何らの対策も講じなかったら、それこそ何か問題が発生したときに、コンプライアンス経営を怠っていたなどと
いう誹りを免れません。

そこで、このような問題の解決策のひとつとして、法律事務所などの専門機関にパワハラ苦情処理
窓口を全てアウトソーシングしてしまう方法があります。この方法の第1のメリットは、セクハラやパワ

ハラの苦情処理という非生産的な活動から解放され、本来の会社の業務に専念できる点です。また、
第2のメリットとして、専門家である弁護士等が中立的立場から上司と職員の事情聴取を行いますので、

当事者の納得感も高いという点を指摘できます。
いずれにしても、企業としては、パワハラの問題は訴訟リスク対策にとどまらず、日頃の業務の中で

適切な予防策を講じておかなければならない時代に来ています。

近年、職場におけるパワハラが深刻な問題としてクローズ・アップされるようになりました。同時に“職場のいじめ問題”もクローズ・アップされて
おります。“いじめ”は通常、強者から弱者に対してなされるので、これも広い意味でパワハラの部類に属すると思われます。

そして、パワハラ・職場のいじめに関しては、裁判例も増加傾向にあります。
しかし、パワハラには、実はセクハラと比べて難しい問題が横たわっています。それは、「何がパワハラに該当するのか」がセクハラ以上に曖昧

だからです。この曖昧さはどこから来るのでしょうか。それは、企業が組織である以上、指揮・命令系統を不可欠な要素としている点にあると思わ
れます。

企業は、そもそもパワーを行使する機関です。したがって、企業内におけるパワーの行使の全てがパワハラに該当してしまうと、およそ企業社
会は成り立ちませんので、企業内のパワー行使の中には、適法なパワー行使と違法なパワハラがある、ということになります。では、どのような
行為が違法なパワハラに該当するのでしょうか？

この点、東京地裁は、損保ジャパン調査サービス事件において、パワハラとは、「組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項ある
いは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的に負担と感じるときに成立
するもの」と定義しました（東京地裁平成20年10月21日判決）。

この定義の中に、パワハラ概念の難しさが感じられます。例えば、「適正な範囲を超えて」という部分については、どのような行為が適正な範囲
を超えたと評価されるのか、その判断は必ずしも容易とは言えません。おそらく、多くの場合、上司は適正な範囲であると考えて権限行使してい
るはずですから…。「有形・無形に継続的な圧力を加え」という部分も難問です。有形はともかく、無形となると、当然“言葉”も含みます。「圧力」と

いうと、それだけで、何か不当なことをしているような響きがありますが、上司から見るとそれは圧力ではなく「権限行使」だということになります。
しかし、この定義だと、上司の言葉による叱責も「無形の圧力」になりかねません。そして、もっとも厄介なのは、「受ける側がそれを精神的に負担
と感じるとき」という部分です。最終的にパワハラに該当するかどうかは、それを受ける側の感じ方次第と言っているようなものですから…。

パワハラに対する社内的取り組み

金﨑 浩之 (かねざき ひろゆき)

・東京弁護士会業務改革委員会 事業継承部会・会員

・東京弁護士会会社法部 部員

プロフィール

【得意分野】 事業再生､事業継承、企業恐喝、
労務管理 会社法、倒産予防DD 

TEL 03-5367-1911

執筆者：アヴァンセ・リーガルグループ 代表弁護士 金﨑 浩之

http://www.avance‐lg.jp/
〒160‐0004 東京都新宿区四谷4‐28‐4 YKBエンサインビル11F
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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
一般財団法人「カンボジア国際教育支援基金」の略称です。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を支えるスタッフより

一般財団法人 カンボジア国際教育支援基金(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
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ＣＩＥＳＦの活動を支えているのは、スタッフやボランティアの皆さんです。そんな中から、今回は、早
稲田大学の学生でありながら、ゼネラルマネージャーとしてＣＩＥＳＦの立ち上げ、シンポジウムの準備
等、中心的な働きをされた宇野 豪佑さんにお話をうかがいました。

ある日、たまたま大久保社長とお話できる機会があり、大久保社長
がカンボジアの現状を知り、「何かしなければ」と考えていることを知
りました。他でやっているように学校を建てるのではなく、もっと本質
的な支援をしたいという大久保社長の熱意に本気で感化され、この
活動に参加することを決めました。

もともと「カンボジアのために何かしたい」という気持ちがありましたし、
自分にとっても学べることがたくさんあると感じ、両親を説得し、大学
も休学して、この活動に本気で打ち込むことを決めたのです。

大学１年生の時に、カンボジアに行く機会がありました。カンボジア
と言えば、暗いイメージがありましたが、現地の人たちのエネルギー
には圧倒されましたし、実際に見たアンコール・ワットも、千年近く前
の建造物が、残されていることに感激しました。一方で、貧富の差
が大きく、多くの子供たちが物乞いをせざるを得ない環境がこの国
にはあることにショックを感じ、「何かできればいいな」という思いを
持ちました。

帰国後、大学で興味のあったビジネス関連の講座でフォーバル・大久保社長の授業を受講しました。
特に印象に残っているのが、大久保社長が事業を行う上で重視されている３つのポリシーです。１
つ目は、社会価値があること。２つ目は、自分がやる価値があるかということ。そして３つめに、経済
的に持続性があるかということです。



本コーナーでは、「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。

国立競技場落成記念日

1958年、神宮外苑に国立霞ヶ丘陸上競技場が完成。
1964年には東京オリンピックの開閉会式の会場に。

30 日
(火)

ホワイトデー

2月14日のバレンタインデーにチョコレートを贈られ

た男性が、返礼のプレゼントをする日。

14 日

(日)

エッフェル塔の日

1889年、フランス・エッフェル塔の落成式が

行われた。

31日

(水)

靴の記念日

日本靴連盟が1932年に制定。1870年、東京・築地

入船町に日本初の西洋靴の工場が開設された。

15 日

(月)

29 日

(月)

28 日

(日)

27 日

(土)

26 日

(金)

25 日

(木)

24 日

(水)

23 日

(火)

22 日

(月)

21 日

(日)

20 日

(土)

19 日

(金)

18 日

(木)

17 日

(水)

国立公園指定記念日

1934年、内務省が、瀬戸内海・雲仙(現在の雲仙天
草)・霧島(現在の霧島屋久)の3か所を国立公園に

指定し、日本初の国立公園が誕生した。

青函トンネル開業記念日

1988年、青函トンネルを通るJR津軽海峡線が開業。
同時に青函連絡船が80年の歴史の幕を閉じた。

サンデーホリデーの日
サイフの日
スイーツの日

パンダ発見の日

1869年、中国・四川省の民家で、伝道中のフランス

人神父が、白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられた。
これが、西洋でパンダが知られるきっかけとなった。

東京大空襲記念日

1945年3月10日深夜0時8分、東京で米軍B9爆撃
機344機による焼夷弾爆撃があった。

記念切手記念日
関門国道トンネル開通記念日
ありがとうの日

国際女性デー(International Women's Day)
国際的な婦人解放の記念日。1910年のコペンハー
ゲン第7回大会で正式に制定。

消防記念日
警察制度改正記念日
花粉症記念日

世界一周記念日

1967年、日本航空が世界一周西回り路線の営業を

開始した。

珊瑚（サンゴ）の日

「さん(3)ご(5)」の語呂合せと、珊瑚が3月の誕生石

であることから。

ミシンの日

1990年、ミシン発明200年を記念して日本家庭用ミ
シン工業会(現日本縫製機械工業会)が制定。

上巳・桃の節句

上巳の節句は五節句の一つ。旧暦で3月3日は桃の

花が咲く季節であることから「桃の節句」とも。

中国残留孤児の日

1981年、中国残留日本人孤児47名が、肉親探しの

ために初めて公式に来日。

ビキニ・デー

1954年、太平洋のビキニ環礁でアメリカが水爆実験

を行い、付近を航行していたマグロ漁船「第五福竜
丸」の乗組員が被曝した。

16 日

(火)

マリモの日

1952年、北海道阿寒湖のマリモが国の特別天然記

念物に指定された。

13 日
(土)

シルクロードの日

1900年、スウェーデン人のスウェン・ヘディンによっ

て、廃虚になっていた古代都市・楼蘭が発見された。

12 日

(金)

さくらの日

1992年、日本さくらの会が制定。

3×9(さくら)＝27の語呂合せと、七十二侯のひとつ

「桜始開」が重なる時期であることから。

11 日

(木)

カチューシャの歌の日

1914年、芸術座が、トルストイ『復活』を初演。この

中で歌われた「カチューシャの歌」が大流行した。

10 日

(水)

神忌祭（たいまつ祭）

亀戸天神社にて。菅原道真公の御忌日に葬送の遺
制をかたどって行なわれる祭。

9 日

(火)

世界結核デー(World Tuberculosis Day)
1997年、世界保健機関が制定。1882年のこの日、

ロベルト・コッホ博士が結核菌を発見した。

8 日

(月)

世界気象デー(World Meteorological Day)
1960年、世界気象機関(WMO)が、発足10周年を記

念して制定。国際デーの一つ。

7 日
(日)

放送記念日

1943年、日本放送協会(NHK)が制定。1925年、日

本初のラジオ仮放送を始めた。

6 日
(土)

第8回駒込染井吉野櫻開花まつり

染井吉野櫻発祥の地と言われる駒込で、開花まつ
りが行われる。さまざまなイベントも開催される。

5 日
(金)

上野動物園開園記念日

1882年、日本初の近代動物園として、

上野動物園が上野公園内に開園した。

4 日
(木)

ミュージックの日

1991年、音楽関係者の労働団体・日本音楽家ユニ
オンが制定。「ミュー(3)ジック(19)」の語呂合せ。

3 日
(水)

精霊の日

柿本人麻呂、和泉式部、小野小町の3人の忌日がこ

の日であると伝えられていることから。

2 日
(火)

漫画週刊誌の日

1959年、日本初の少年向け週刊誌『少年マガジン』

『少年サンデー』が発刊された。

1 日
(月)



風に流される雲のように流れに身を任せ
てください。天の意思に委ねることで楽に
なります。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

あなたは花開き始めたばかりです。じっく
り辛抱強く結果が出るのを待ってください。

仕事★★☆☆☆
恋愛★★☆☆☆
金運★★★☆☆

サラスヴィー
奈奈

前世体験をきっかけに占いの世界
へ。西洋占星術、タロット、気学、易
など幅広い占術を持つ。
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：火･木･土･第3・4金曜日

(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

幸運を呼ぶアロマテラピー
グレープフルーツの香りはダイエットに
効果的。

乾いた大地に恵みの雨が。心が潤う良い
出来事が起こります。期待していてくださ
い。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

山のように動かない強い意思で万難を
排することが出来そう。最後まで諦めな
いで。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

自分の中に宿る女性らしさ、男性らしさ
を豊かに表現しましょう。宇宙はあなた
にあなたらしくあることを望んでいます。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

いつもあなた自身と周りの人達に愛を
注いでください。あなたの愛は枯れるこ
とを知らない泉です。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

月に満ち欠けがあるように、あなたの気
持ちにもバイオリズムがあります。無理を
しないで元気が出るまで待ちましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

幸運の波に乗れる大きなチャンスが訪れ
ますが、流れ星のように一瞬です。タイミ
ングを逃さないで。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

占いの手順
１．生年月日から今月の

エンジェルナンバーを計算。
２．計算したAngel Numberが

今月の運勢です。

今月のAngel Numberは「6」

計算方法
生まれた月と日にちの数字をバラバラにして、足します。
1974年2月14日生まれの人の場合 2+1+4=7・・・・・①

①で出た数字に今月の数「6」を足します。 7+6=13 1+3=4

※ 二桁になった場合は数字を更にバラバラにして足します。
1974年2月14日生まれの人の今月のエンジェル・ナンバーは４です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

水が器の形に合わせて形を変えるよう
に柔軟になってください。形が変わるだ
けであなた自身が変わるわけではあり
ません。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

似顔絵師

長田 千愛

１９７４年生まれ
OLを経て２０００年よりキャナルシティ博
多で似顔絵師として活躍。
ほのぼのタッチでさらりと描ける力量は
ぴか一。小さな子供連れのお母様方に
ファン多く本人も二児の母。画材はフェ
ルトペン、水彩、ポスターカラーを使用。

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)首都圏版は、

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。

首都圏の各企業様に弊社担当者が直接
配布させていただいており、毎月1,500部

を発行しております。

なお、今年からコーレアをインターネット
からもご覧いただけるようになりました。
バックナンバーも掲載しておりますので、
見逃されてしまった方は、是非、こちらか
らご覧ください。

http://www.forval.co.jp/coreea.htm
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