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株式会社 写真のトクダ

Ｈｉｓｔｏｒｙ

TOKUDAPhoto Studio

1933年、朝倉郡甘木町（現在の朝
倉市）に先代（父）が18歳という
若さで写真館を創業しました。
当時、近くに旧日本陸軍太刀洗飛行
場があったので、父は軍の写真の仕
事を得るために副官の下へ日参し、
その努力を認められ仕事を頂くこと
ができました。
父は、戦時中もそのまま軍関係の写
真の仕事をし、徴兵されることはあ
りませんでした。そのことを気にし
ていた本人は、戦後引き上げてきた
復員兵たちのために土木業の徳田興
業を興しました。
そこで、復員兵のために保証人とな
り気がつけば当時の金額で300万円
という借金を背負っていました。
そのため、私が物心付いた頃には、
父や母、姉や兄たち家族総出で写真
館で働いていました。
その中で母は、「お客様には仕事を
させていただいている、業者の皆さ
んには仕事をしていただいてい
る。」という事を忘れてはいけない。
「会社を簡単に辞めるなどと言って
自分たちが路頭に迷うのは自業自得。
だけど社員さんたちを路頭に迷わせ
るのは絶対にないように。社員のみ
んなにも家族がいらっしゃるのだか
ら、これだけは守りなさい」といつ
も言われました。
この教えが、あるから写真のトクダ
があるのだと思います。

Ｓｕｔｄｉｏ

確かな技術を持つプロのカメラマン
と日本有数の設備を備えたスタジオ
でお客様をお迎えいたします。

皆様の人生の節目に出会うことの多
い私達は、その一瞬を切り取るため
に様々なシチュエーションを再現で
きるスタジオをご準備いたしており
ます。
１Ｆには、ファミリーコンサートや
老人会の集い・展示会場としても使
えるパティオ付きのスペース。３Ｆ
には、最大150名の集合写真の撮影
ができるスタジオ、別館にはプロカ
ラー現像所を併設した今までにない
スタジオをつくりました。

当社は、スタジオ撮影はもちろんの
こと、福岡県内の幼稚園・保育園か
ら大学・専門学校の撮影の依頼を多
く承っております。
生徒さんの人生を左右する大切な一
枚から、楽しい思い出のスナップ、
卒業アルバム、ビデオ制作など気軽
にお問い合わせ下さい。
企業の方からは、証明写真や入社式
の記念写真、経営者の方の肖像写真
を承っております。

当社のモットーは、お客様にトクダ
に行って良かった、トクダを選んで
良かったと言って頂ける様な写真館
作りを目指しています。父から受け
継いだ創業77年の信頼と実績と当社
の熱い社員の気持ちをぜひ感じて下
さい。

代表取締役 徳田 直資

あなたの人生の思い出のワンシーンを切り取るお手伝い

住所：福岡県筑紫野市二日市北1丁目３－３
TEL：０９２－９２２－６４６４
FAX：０９２－９２２－６０３２
ＵＲＬ：http://www.tokuda-photo.co.jp



九州運輸局 認証番号 第1-4729号
★JU福岡加盟店
（福岡県中古自動車販売商工組合 福岡中古自動車販売協会）
★FIC加盟店
（福岡県輸入車協議会）

DO-TETSUでは、年に２回ツーリングを開催
しています。昨年、記念すべき2０周年を

迎えました。
今は約１８０台のMINIが一同に集い
ツーリングを見かけられたという
方も多くいらっしゃるのでは、
ないでしょうか。
これは世界一の規模という
ことでテレビ局の取材が
きました。

これも、お客様の中で
組織していただいている
役員の方々を始め
MINIファンの皆様の
おかげです。
数ヶ月の準備期間
を経て、次回は、
２０１０年５月末
頃に開催します。

ツーリングを通じ、
世代を超えた共通の
趣味を持つ方と
友人になることで、
普段の生活では
なかなか体験でき
ない新しい経験が

できるという感想を
良くいただきます。

住所 福岡市博多区金隈1丁目26-14
TEL（０９２）５０４－８１１１ FAX（０９２）５０４－７２２２
営業時間１０：００～２０：００

http://www.do-tetsu.com

西日本一を誇るMINI専門店のDO-TETSU。
大人気のMINIの全てがここで手に入るということ、
オーナーを始め店長やスタッフ一丸となり、
お客様が満足して笑顔になれるよう
なお店を心掛けられているので
多くのMINIファンから
支持されています。
MINIの長所は、車らしい車
というところです。
運転している感を
非常に体感でき、
手を掛ければ掛けるだけ
応えてくれるところに
魅力があります。

最近では、見た目の
キュートさから
若い女性ファンも
増えてきています。

幅広い世代の方に
乗っていただける
のはとても嬉しい
ことです。

当店の特徴は、
お客様が探され
ている理想に
近いMINIを
日本全国から
お探しできることです。

また、購入後のサポートも充実させています。
業界初のプレミアム５年間保証やプレミアムや１年間
保証、６４項目納車整備を御準備しています。
MINIの専門店だからこそ出来る保証です。

他にもドレスアップやチューニングメニューも
多数取り揃えております。
西日本最大級のパーツの品揃えで、お客様の御要望
にお応えできるように心掛けています。フロント
シート、リアシートなど内装をオリジナルに替えて
楽しめるのもMINIの大きな特徴です。
MINIに関することは、我々プロにすべてお任せ下さい。
お客様には、楽しく安全に乗っていただくことが、
私どもの願いです。
お近くにお寄りの際は、ぜひお立ち寄り下さい。

あなたのお気に入りの一台が見つかるはずです！

西日本最大のMINI専門店DO-TETSU 世界一、MINIツーリング



株式会社 サンタプロジェクト
〒810-0012

福岡市中央区白金1丁目６‐１４-１F
TEL：092-535-0031 FAX：092-535-0032

代表取締役社長 山田一様にお話をお伺いしました。

Presented by サンタプロジェクト

当社は、有名和洋菓子屋さんなどの店舗のVMD・販促・企
画デザインを始め、大手小売店のフロアープロデュースな
どを請け負う会社です。お客様の要望を叶えるために日本
全国の什器や小物を集めるうちに信頼のおける業者様とお
取引が出来るようになりました。

弊社のVMDと販促ノウハウを活かして、企業だけでなく、
一般のお客様にも楽しんでいただける店舗として、和をコ
ンセプトとしたショップ「白金すずろ」を2009年12月に
オープン致しました。

白金すずろでは和柄の雑貨、小物を販売しています。
お店のコンセプトを考えるときに、デザインと商売の
原点回帰をテーマに考え、同時に日本人としてのアイデン
ティティを「Right Modern Japanese」として表現でき
る店舗を目指しました。
また、今まではBtoBでの仕事中心だったために、なかなか
リアルタイムに聞こえてこなかった一般のお客様の生の声
が、直接聞こえる店舗になるよう心掛けてもいます。

普段の生活のちょっとしたアクセントとして使用した
くなる物から、自分への御褒美、女性の心をくすぐる
使いやすい小物、贈り物に喜ばれる商品を中心に取り
揃えています。
当社の商品は、とりわけギフトとして使用していただ
けるケースが多く、お客様に好評頂いています。

日本人の奥ゆかしい気持ちを表現し、お届けするアイ
テムをぜひご覧下さい。
心より御来店を
お待ち申し上げて
おります。

代表取締役社長 山田一

やっぱり落ち着く 和の小物たち
定番アイテムも便利なアイテムも
「和」のやさしさが生きています。

動物柄の楽しい和タオルや「さすら
い猫」のいるタオルハンカチコー
ナー。伝統柄もあれば洒落っ気たっ
ぷりの面白い柄もある手ぬぐい。ち
りめんボディに麻の葉模様のペット
ボトルケース。

ちょっと変わっていて、だけど
「和」を感じさせてくれるアイテム
たちがお待ちしています。

「苔玉」のあるやさしい空間
静かにたたずむ、お部屋の癒し屋さん。
白金すずろの苔玉はすべて「白金すずろ
オリジナル」。普通は、見かけない種類の
植物を植え込んだアレンジメントなど
個性豊かな苔玉が揃っています。
一般に売られているものよりも小さめで、
お部屋のスペースに置きやすい苔玉を
ご用意いたしました。

VMD・・・『視覚的演出効果』



『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.25

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

第１３回目のオトコ気研究所のテーマは、『相手を思いやる気持ち』
20代から３０代の方向けのメッセージです。

人としての引き出しを増やすために、みんなで考え行動しましょう。
有限会社プランニングナックの井上和雄様に語っていただきました。

Presented by
有限会社プランニングナック
福岡市博多区堅粕４－４－１
TEL092-437-1617
http://www.planning-nac.com

★新入社員に告ぐ★

プランニングナックは、
イベント演出、映像PRを
中心に、お客様のニー
ズにあったより、
効果的なソリューション
を提供します。

Vol.13

先月、東京でレンタカーを借り、返した時の話。
福岡と違ってそのレンタカー会社はとてもせまく、
駐車場が４台分しかないようなところでした。
そのうちの１台分しか空いてなかったところへ、
バックで入庫して返したところ、店長さんが出て来て、
「感動しました。はじめはスタッフかと思いました…
バックで車庫入れしたお客さんははじめてです！
普通は前からポンと突っ込んでこられますよ。こうして頂くだけで
どれだけ助かるか…ありがとうございます。」
それで追加料金はなし（笑）

自分にとってはあたりまえの事…だけど何か嬉しかった。
「ありがとう』の言葉…

社内のことに置き換えて考えたところ
会社にはパソコンや高いカメラ、車等沢山ある、
社員に言いたい！もっと大事に扱え、
飲んだコップはかたずけろ、
ちょっとした行動で、全てが変わる。
人間関係も仕事もこれが第一歩！

みなさん、連休のプランはたてましたか？？
日本中がわくわく気分に包まれる中を横目に・・・
私は、仕事です。（悲）

さて、重いコートを脱ぎすて『薄着』になる季節が
やってきました！
『あわてている、そこのあなた！』
『今年こそは、ビキニで海岸を、、と
シュミレーションしてる、あなた！』

そう、たるんだお肉にカサカサ肌、足もとは特に
目立つ季節ですよ。準備OKですか？

無理なダイエット反対派の竹田麻紀ですが、
まず、おかしとジュースの間食やめる！
これで充分ですよ。
続ければ、結果は出ます！

お肌のケアーは、日頃からです！
そう，今日から始めてください。
老化を防いで、自分磨きですよ。
構った分だけ、気にした分だけ輝くのです。

さぁ～！女力あげましょう～～～！

★もうすぐ夏がやってくる★



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！

「スリムのポーズ」
で余分な贅肉を落としましょう！

第２2回
スリムのポーズ

美しいからだのライン作り

L E S S O NＫＡＫＯ先生の

11 22

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： ２４－７ “Twnety four , seven” と発音します。
（訳） ” 1日（24時間） X 7日 常に、いつもいつも”

vol.10

I will work for you 24-7.    休まずに御社
のために働きます！！とアピール。
この言葉はこのように表現しても面白いです。
Ever since they met, they have been 
together 24-7.
あの二人は、出会ってからいつも一緒にいる。
（うらやましいです。）

最近、外資の会社の面接でお二人英語面接を
受けられました。外資・外資系の会社への転
職のお手伝いもしています。
ご興味のある方は、ぜひお知らせ下さい。

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/

「首を曲げるポーズ」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」動画配信決定！

今月の言葉解説
By 野崎 洋一

英会話コラム

以前、英語での面接を受けた
時に入社したい情熱を語るの
に誇張してこの表現を使った
ことがあります。

息をゆっくり吸い
ながら、上半身
をねじります。
手は合掌にしま
す。
ここで、息を吐く、
吸うの一呼吸。

両足を肩幅に
開き、両腕を
まっすぐ上げ
ます。
丹田に集中し、
おしりをきゅっ
と締めます。

33

息を吐きながら、
手を開きながら、
正面に戻します。
反対側も同様に
繰り返します。
おしりを引き締
めるイメージを
もって行ないま
す。

心配される方もいますが、100パーセントの理解
は必要ありません。すべてわかるものを読むのも
いいのですが、英語を読む際には、想像力を働か
せながら読むことが大切です。60～70パーセント
理解できる本なら、残りの30～40パーセントのわ
からない単語や表現は読み飛ばしても話のおおま
かな流れはつかむことができます。あとはわから
ない単語や表現を前後の文脈から推測して、想像
力を駆使しながら読み進んでみてください。

前回、英語の本を読むときには、
内容が「60～70パーセント程度
理解できるものを選びましょう」
と書きました。
残りの30～40パーセントは
理解できなくてもいいの？と

英語貯金、始めませんか？⑦
By 住吉祐一郎



ホームページを上手く
活用できていますか？
悩まれている方も多く、
問合せが増えています。
そんな中、ホームペー
ジを活用できているお
客様の成功事例や成功
の秘訣を私フォーバル
邑上が、お伝えしてい
くコーナーです。

Vol.11

おおぎ司法書士事務所 TEL：092-752-7737
住所：福岡市中央区舞鶴2-2-3 サンライフ第2ビル7F

法律のホームドクターとして私達は、生活の
トラブルを解決するお手伝いをします。
困ったことを気軽に相談できる窓口になれると思
います。
HPは、大切な広告媒体。
僕らは、例え紹介されたとしてもお客様に顔が見
えないと不安をもたれるケースが多いとお客様か
らお声をいただきました。そこで、HPを利用して
顔を出し、お客様にこのようなOFFICEですよ～
とアピールすることで安心感をもっていただける
ようにしました。
さらに料金体系を掲載し、一般の人が読んでも分
かりやすいように専門用語を省いた文章に変え、
読みやすいページにこだわりました。お客様から
も『お宅のホームページを見ると安心して相談で
きる。』という言葉を頂くケースが増え問い合わ
せも増えています。
また、新着情報をこまめに更新することが大切だ
と思いました。変化がないページは、見ていても
つまらないと感じるのでこまめに情報を更新して
います。

http://www.hikari-office.jp

写真：左前）仰木先生
とスタッフの皆様
写真下）
左：楠元様

司法書士としての仕事
従来の司法書士の仕事である不動産登記をメイン
に他登記手続き、小額訴訟裁判をさせていただい
ています。
司法書士は、お客様と生涯付き合える仕事だと思
います。家を新築する際、会社を設立する際、相
続をする際など人生の節目などには立ち会う機会
が多いです。

おおぎ司法書士

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

劇的？ビフォーアフター！自分で髪の毛を切る話

皆さんこんにちは。サポート課の溝口です。
三十を過ぎたころから、洋服や髪型に対するこだわりが次
第に薄れて、最後に自分で服を買ったのが何時ごろだった
のかも思い出せません。

髪の毛も坊主まではいきませんが、出来るだけ短めに切っ
てもらい、伸びてきたら耳の所や前髪を自分で切っていた
ため、お金を出して髪の毛を切りに行くのは、年に２～３
回くらいになっていました。

最後に髪の毛を切りに行って、半年近く過ぎたある夏の日。
伸びすぎた髪の毛がうっとおしく、でも切りに行くのは面
倒くさく、とうとう風呂場で裸になり、今まで自分で切っ
たことの無かった、頭頂部へハサミを入れてしまったので
す。「やっちまった・・」と思いましたが、まあ、切って
しまったものはしょうがないので、鏡を見ながら慎重に長
さを切り揃えていきました。

なんということでしょう！技術職の悲しい習性か、意外と
うまく切れるのです。これはイケると思い、後頭部も手探
りで切り揃え、スキバサミでざくざくやって、最後に呆れ
顔の奥さんにチェックしてもらい完了。会社でも気付かれ
ることはありませんでした。

手探りで切るため、襟足はどうしても自分できれいに切り
揃えられないうえに、間違って手を切ってしまうことも
あったため、最近とうとう電動バリカンを使用するように
なりました。これが思いのほか使える！

様々なアタッチメントを駆使し、ハサミよりずっときれい
に仕上がるようになりました。襟足も刈り上げっぽく自分
で揃えられるようになり、怪我をすることもありません。
個人的なストレス解消方法にもなります。

自分で切って浮かしたお金が、小遣いに反映されないのは
如何なものかと思いますが、自分で器用だと思う人は、ぜ
ひチャレンジして見て下さい。
失敗しても責任は持てませんけど。



◆パソコンやOA機器の内側のお掃除！
パソコン本体の箱のなかにもホコリがたまります。
冷却ファンや、静電気がホコリを引き寄せてしまうため
です。熱がこもりやすくなり、電源障害や、発火の原因
にもなりますので、きれいにしておきましょう。

デスクトップ型パソコンは本体のふたが簡単にはずせる
ようになっている場合がほとんどです。掃除機やエアダ
スターなどでホコリを取り除きましょう。

内部を掃除する際は必ずコンセント抜いてから行ってく
ださい。意外に高電圧なので感電してしまいますよ。

サーバ類も本体にドアがついているタイプは、開けたら
ホコリだらけというケースが多いです。掃除機などでホ
コリをそっとやさしく吸い取ってあげてください。

サーバやパソコンは精密機械です。掃除の際の取り扱い
はくれぐれも注意して行いましょう。

第1回『残り花を上手に楽しむ方法』

今月の花

ゴットセフィアナ

ゲーラックス

しきみや

チューリップ（フレミングパロット）

桜

１．花と茎の境目
を切ります。

２．平らなお皿に
は、薄く水を
引きお花を
そっと置きま
す。

（小さな金魚鉢
の中にお水を
いれてお花を
浮かせます。)

使用花：
ラナンキュラス

このようにすること
で、枯れかけのお花
も水を吸いやすくな
ります。
少しの間、皆様の目
を楽しませてくれる
でしょう。

花器は、長方形を使用。
ポイントは、枝を寝かせて活けること
グリーンの間で自然に固定されます。

★残り花を楽しむ★

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

春は、別れと出会いの季節。お花を頂く機会が多いのではありませんか？
頂いたお花を少しでも長く楽しむ方法をお話しましょう。

◆今回はOA機器の掃除についての特集です(＞▽＜)

■まずはパソコンやOA機器の外側のお掃除！
パソコンやOA機器の外側はやわらかい布で乾拭きするか、
汚れがひどいときはOAクリーナや、中性洗剤を水で薄め
て固く絞った不織布などを使います。
液晶ディスプレイは洗剤で拭いて
しまうと画面の塗料がはがれたり
することもあります。専用のクリ
ーナなどを使い目立たないところ
で試してから、やさしく拭きましょう。
キーボードはエアダスターでホコリを
吹き飛ばしてから、綿棒などでキーの間の細かいホコリも
取り除きましょう。キーをバラバラに取り外せるものもあ
ります。戻すときに配置がわからなくならないように気を
つけまししょうね。
マウスも指が当たる部分は汚れがちです。ボール式のマウ
スは、ボールにゴミが付着したり中に汚れがたまると動き
が悪くなるので、マウスの底のふたをはずして、ボールを
取り出して掃除しましょう。

伝書鳩通信 ☆☆
☆

☆

☆

☆

もっと具体的な方法が知りたい方は、気軽にお尋ね下さい。

■ネットワーク機器類、パソコンのデータのお掃除！
ルータやハブなどはケーブルを戻す場所がわからなくなら
ないように、ひとつ抜いて掃除したら戻して次に取り掛か
る、というやり方が良いです。
パソコンの中のデータも定期的に
整理が必要です。

デスクトップ上にファイルをたくさん置いていると起動
に時間かかったりします。
フォルダにまとめたり、不要になったファイルやメール
は削除しましょう。

ただし、Outlook ExpressやWindows Mailの機能にあ
る「フォルダの最適化」は受信済みメールが消えてしま
う原因になるので、極力避けたほうがよいでしょう。

☆

☆

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



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4月 ♦

昭和の日
4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」と
する改正祝日法により、2007年（平成19年）から国民
の祝日に加えられた

29 日
(木)

ブラックデー
韓国では、バレンタインデー・ホワイトデーのどちら
でも何ももらえず恋人ができなかった者同士が黒い服
を着て集まり、黒い物を飲食する

14 日
(水)

トランジスタテレビ発売
1960年、ソニーが世界初となるトランジスタテレビを
発売した（8インチ 69,800円）

30 日
(金)

遺言の日
日本弁護士連合会(日弁連)が主催
「良い(4)ゆい(1)ごん(5)」の語呂合せ

15 日
(木)

28 日
(水)

27 日
(火)

26 日
(月)

25 日
(日)

24 日
(土)

23 日
(金)

22 日
(木)

21 日
(水)

20 日
(火)

19 日
(月)

18 日
(日)

17 日
(土)

16 日
(金)

決闘の日
1612年、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が、豊前小
倉沖の無人島・巌流島(舟島)で行われた

世界宇宙飛行の日
1961年、世界初の有人宇宙衛星船・ソ連
のボストーク1号が打ち上げに成功。ガガ
ーリン少佐の「地球は青かった」は有名

ガッツポーズの日
1974年、ボクシングWBCライト級タイトルマッチで、
挑戦者のガッツ石松がKO勝ち、両手を挙げて勝利の
喜びを表わした姿を「ガッツポーズ」と表現した

建具の日，良い戸の日
1985年、日本建具組合連合会が制定
「良い(4)戸(10)」の語呂合せ

左官の日
日本左官業組合連合会が制定した記念日
4月9日＝漆喰（シックイ）の語呂合わせ

忠犬ハチ公の日
忠犬ハチ公銅像及び秋田犬群像維持会
が制定。1936年から、この日に慰霊祭が
行われている

戦艦大和撃沈
1945年、戦艦「大和」が九州南方海上で、米軍の艦
上機約千機の集中攻撃を受けて撃沈

第1回オリンピック開催
1896年4 月6日から4月15日まで
ギリシャのアテネで最初に行われた
近代オリンピック

ミスタージャイアンツ長嶋茂雄、プロ野球デビュー
1958年、読売巨人軍の長嶋茂雄がプロデビュー
金田正一投手から4打席4三振にねじ伏せられる

キング牧師暗殺
1968年、米国の牧師で黒人運動指導者のマーティ
ン・ルーサー・キング・ジュニアが狙撃された

「仮面ライダー」放送開始
1971年、原作は石森章太郎、主演は藤岡弘
第1話の怪人は蜘蛛男

500円札初登場
1951年、岩倉具視の肖像の500円札が初登場した

500円硬貨発行
1982年、500円札紙幣に代わり500円硬貨が発行さ
れた

『平凡パンチ』創刊
1964年、平凡出版（現マガジンハウス）から初の男性
向け週刊誌『平凡パンチ』が創刊された

13 日
(火)

悪妻の日
ギリシアの哲学者・ソクラテスが、死刑
宣告を受けて獄中で服毒死、妻は悪妻
として有名

12 日
(月)

リメンバー・チェルノブイリ・デー
1986年、ソ連ウクライナ共和国の
チェルノブイリ原子力発電所で、
史上最悪の原発事故が発生した

11 日
(日)

ファーストペイデー
４月入社の新入社員の多くが、今日25日に初給料をも
らうことから名づけられた日

10 日
(土)

第1回日本ダービー
1932年、第1回日本ダービー（当時は東京優駿大競
争）が東京目黒競馬場で開催。ワカタカが優勝

9 日
(金)

寒の戻りの特異日
寒の戻りが起こる確率の高い日
大陸からの寒波、北東気流による冷え込み、移動性高
気圧による夜間の冷え込み等によって起こる

8 日
(木)

『サザエさん』が連載開始
福岡の新聞「夕刊フクニチ」で長谷川町子の
4コマ漫画『サザエさん』が連載開始

7 日
(水)

ハワイ州が合衆国に加盟
1959年ハワイ州が
米国50番目の州として加盟

6 日
(火)

第1回全日本自動車ショー開催
1954年、 東京・日比谷公園で第1回全日本自動車
ショー(現在の東京モーターショー)が開催された

5 日
(月)

地図の日，最初の一歩の日
1800年、伊能忠敬が蝦夷地の測量に出発

4 日
(日)

よい歯の日
「よ(4)い(1)は(8)」の語呂合わせで
日本歯科医師会が1993年に制定

3 日
(土)

ハローワークの日，職安記念日
1947年、それまでの職業紹介所が「公共職業安定所
（現在の愛称はハローワーク）」と名前を改めた

2 日
(金)

女子マラソンの日
1978年、日本初の女子フルマラソンの大会が
東京・多摩湖畔で開かれた。参加者は49人

1 日
(木)



多忙な月です。目標と優先順位をつけ、
堅実に取り組みましょう。社会的責任
を負わされやすい時ですから、出来る
こと・出来ないことをキチっと判断し
ていって下さい。
きれいな水を意識(水辺の散策など)水
に触れると運気アップです。

お嬢様風ファッションも吉。

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:092-262-1051 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。

今月は、仕事やプライベートで新し
い事を始める方が多くいらっしゃる
時期だと思います。
私も、 2年半ぶりに携帯電話の機種
変更をしました。正直、機能の進化
に驚きを感じています。特にタッチ
パネルは、操作性が優れていますね。
巷で噂のiPhoneを使う機会もありま
した！iPhoneは、様々なソフトを入
れることで、ビジネスにも利用でき
ますし、プライベートにも役立ちま
したよ♪気になるという方は、ぜひ
気軽にお声をお掛け下さい！

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。YahooJAPAN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

どんな事も楽しむ気持ちがチャンスを呼
びます。節度と礼儀を持って望むことで、
人気運を上げます。恋愛運は吉。長めの
スカートも運気をアップさせてくれそう。

春の食材を使った(菜の花、山菜、苺な
ど)いつもよりワンランク上の食事がチャ
ンスを活かします。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H9・１８年生まれ

身近の変化に迷いが出るかもしれません。
無理をせずゆっくりと自分の本分を守る
時です。家族や身内が見方になってくれ
ます。
お花見など積極的に外出しましょう。

白いインナーが運気を浄化します。

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H8
１７年生まれ

表面的にはよく見えても、心労の多い月
です。物腰低く慎重に過ごす時です。
きれいな人、憧れの人、花など、美しい
ものからパワーを貰います。良く観察し
て下さい。

グリーンの洋服や小物で仕事運アップ!

パワー不足を感じそう。目標を決め周囲
の協力を得ながら「和」を考えていく月
です。就寝時にラベンダーの香りや好き
な音楽などで良い睡眠をとり、運気を安
定させましょう。

品のあるレース使いのアイテムが◎

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

思い通りに事が運ばない時です。今を 充
実させることが先に繋がります。摩擦を
さけ低姿勢で乗り切りましょう。
生活スタイルの見直しをはかる時です。
バランスの良い食事と規則正しい生活で、
しっかり体調管理!

早起きをして新鮮な空気を吸収!!ハッ
ピーな言葉ばかりを口に出してみましょ
う!!!

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

順調な月です。良いアイデアで物事が進
展したり、周りを大切にすることで更な
る発展へと繋がっていく気配です。良い
出会いもありそう。

季節の花を手にして、春への季節の移り
変わりを楽しんでください。

安定した運気です。人との交流やつなが
りで信頼を得て、運を開く時です。疎遠
になっている人に連絡してみては。未婚
の方は良縁に恵まれる時です。

上手なコサージュ使いで、新しい環境に
出かけてみてください。

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

成果もあり一段落する月ですが、月前半
までに解決がつかないと環境を変化させ
たくなりがちです。人の意見も参考にし
て、安易な行動は避けてください。

ラッキーアイテムは、流行のデザインで
チェック柄のボトムス。

2 0 １ ０ 年 ４ 月 九 星 占 術☆ ☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

安永 武

１９７７年生まれ
九州産業大学芸術学部美術学科卒業
会社員を経て似顔絵スタッフとなる。
画風は、淡い水彩を使い、ほのぼの
としたいやし系の雰囲気を出してい
る結婚式の際に用いるウェルカム
ボードの依頼が多い。


