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拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、お客様マッチング誌「Coreea（コーレア）」を日ごろ
ご愛読いただき感謝申し上げます。

この度、前任の星野の後を受け、支店長に着任いたしました
小林功典（かつのり）でございます。
今期、私たちフォーバル九州支店のスローガンの1つに、
「お客様と良好な関係構築を築き、企業経営の支援をとおし
て、地域経済の活性化に貢献する」を掲げております。
まさに「Coreea（コーレア）」はこのスローガンにぴったり
な情報誌でございます。

不安定な経済状況の中、私どもフォーバルと皆様とのお付き
合いをとおして、地域経済の活性化に取り組んでいくことを
お約束します。

今年の7月には、「Coreea（コーレア）」はおかげさまで創
刊3周年をむかえます。さらなる「Coreea（コーレア）」の
パワーアップにもご期待ください。

敬具

九州支店 支店長 小林功典

はじめましてフォーバル九州支店の市川と申します。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

4月に横浜支店より転勤になり福岡へやってきました。
福岡は食べ物が美味しい、住みやすい、それと何といっても『人が
良い！！』といった印象で、わくわくした気持ちで福岡の地へ来ま
した。
また、お客様マッチング誌としてスタートしたコーレアも九州から
始まり、現在首都圏でも大きな反響をよんでおります。おかげざま
で多くのお客様にご愛読・ご参加いただけるようになりました。
私自身も入社して8年目になりお客様に育てられたとの自負がござい
ます。

今後ともお客様のお役に立てられるよう努力していく所存でござい
ます。宜しくお願い申し上げます。

九州支店 第二営業部部長 市川義史

新しく九州支店に配属になりま
した、茨城県出身の本間雄一郎
です。九州に来るのは初めて
だったので、来る前はとても不
安でしたが、おいしい食べ物も
あり、遊ぶ場所も集中していて、
今では九州にこれて良かったと
思っております。精一杯頑張り
ますのでよろしくお願いします。

九州支店 新人

本間雄一郎

皆さんはじめまして！福本一樹
と申します。！三重県から東京
の大学へ進学後、ついに福岡へ
やってきました！！モツ鍋大好
きです！こちらの人の温かさに
感激している次第ですが、いつ
か九州支店に「福本あり！」と
言われるよう頑張ります！

九州支店 新人

福本一樹

おかげさまでフォーバルも３１期を迎え、九州支店も新体制になりました。新しく支店長と営業部長がおかげさまでフォーバルも３１期を迎え、九州支店も新体制になりました。新しく支店長と営業部長が
転勤で着任し、さらに新人が２名配属されましたので、皆様にご挨拶をさせて頂きます。転勤で着任し、さらに新人が２名配属されましたので、皆様にご挨拶をさせて頂きます。



が、お客様にお届けしているのは、

“オフィス環境の安心と安全”です。

通信インフラ通信インフラ

-- ＩＰ電話ＩＰ電話

-- 光ファイバー光ファイバー

-- 各種回線各種回線

通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスをビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案御社の状況を踏まえご提案

通信コスト通信コスト

-- 一括請求サービス一括請求サービス

-- Ｗｅｂ利用明細Ｗｅｂ利用明細

-- 各種電話サービス各種電話サービス

モバイルモバイル

-- 携帯電話携帯電話

-- データ通信カードデータ通信カード

-- 各種アプリ各種アプリ

機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用

毎日“安心”して使える
あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援
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あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援

セキュリティ対策セキュリティ対策

-- ウィルス対策ウィルス対策

-- 不正アクセス防止不正アクセス防止

-- ログ監視ログ監視

保守・サポート保守・サポート

-- メンテナンスメンテナンス

-- 障害時の対応障害時の対応

-- お客様センターお客様センター

ブロードバンド活用ブロードバンド活用

-- 訪問サポート訪問サポート

-- 電話サポート電話サポート

-- お客様専用サイトお客様専用サイト

OAOA機器機器

-- ビジネスフォンビジネスフォン

-- コピー機／複合機コピー機／複合機

-- パソコン／サーバーパソコン／サーバー

ネットワークネットワーク

-- LANLAN

-- VPNVPN

-- テレビ会議テレビ会議

オフィス用品オフィス用品

-- 文具／事務用品文具／事務用品

-- コピー用紙／トナーコピー用紙／トナー

-- オフィス家具オフィス家具

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案プロの立場からご提案

ビジネスの活性化ビジネスの活性化ビジネスの活性化

事業所引っ越し事業所引っ越し

-- オフィス移転先オフィス移転先

-- 引っ越し業者引っ越し業者

-- レイアウト／内装レイアウト／内装

リスクマネジメントリスクマネジメント

-- 生保／損保生保／損保

-- 退職慰労金制度退職慰労金制度

-- 各種助成金制度各種助成金制度

WebWebビジネス活用ビジネス活用

-- ホームページホームページ

-- ネットショッピングネットショッピング

-- SEOSEO／／SEMSEM対策対策

お客様のビジネスをビジネス活性化支援で
ワンランクステップアップ
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経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談

今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーション

今後の経営に直結する今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーションさまざまなお悩みをコンサルテーション

各種コンサル各種コンサル
-- 経営相談経営相談 –– 経営診断サービス経営診断サービス –– 交流会交流会

アウトソーシングアウトソーシング
-- 販路拡大販路拡大 –– 業務業務 –– 各種印刷各種印刷

情報提供情報提供
-- 研修会／勉強会研修会／勉強会 –– 講演会講演会 –– 各種セミナー各種セミナー

各種認証取得各種認証取得支援支援
-- PPマークマーク –– ISMSISMS –– オフィスセキュリティオフィスセキュリティ

機器・ネットワーク機器・ネットワーク機器・ネットワーク

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！

住所
福岡市博多区店屋町8-30
博多フコク生命ビル10階



ジェイ・エム・エスとは

他社とは違う成婚サービス

JMS
ジェイ・エム・エス福岡

TEL：0120-522-250
URL:http://www.sensale.jp/

相談・入会事前
カウンセリング

ご 入 会

お見合い

ご交際＆ご恋愛

ご 成 婚

安心の料金体系

ジェイ・エム・エスはただの「結婚情報サービス業」で
はなく「成婚サービス」を仕事にしています。
「成婚サービス」と、聞きなれない言葉が出てきました
が、成婚サービスは、会員様の一人ひとりの魅力などを
しっかりと把握し、相手にPRしていく仲人になります。
また、出会いの場作り、交際のスタートやお断りする際
の代理人になったり、幸せな結婚をしていただくまでの
様々なサポートをします。
結婚情報サービスは、会員情報を集め、整理し会員様の
情報を開示、気に入れば紹介をし、アプローチを会員様
ご自身でしていただくものです。
その点、成婚サービスはフォロー、サポートがしっかり
し安心して活動いただけます。

気軽にご連絡下さい!

料金は、一括でお支払いか分割でお支払いかが選べ、
その後、連絡を取り合ったり紹介するときによく発生す
る追加料金は一切頂かないという安心プランです。
料金の詳細はホームページをご覧ください。

石川支社長やスタッフの方々はとても話しやすく、気軽
に相談が出来るので、困ったことやどうしたらいいかわ
からない場合でも安心できると思います。サロンも落ち
着いた雰囲気で心地よい空間です。ぜひ一度足をお運び
下さい。

当社は国内の主要都市に結婚情報サービスを展開してい
る「ジェイ・エム・エス」のチェーンメンバーとして福
岡地区で開始し、今年で16周年を迎えます。
サロンは福岡、小倉にあるので地域に密着したご紹介が
できることを強みにしています。
福岡出身や福岡に関わりのある方の会員様がほとんどで
すので、転勤や転職などで県外に行っても福岡に帰って
きたい、いずれは福岡でと考えていらっしゃる方にすご
くおススメです。

住所：福岡市中央区高砂1-24-26
C-WEDGEビル3F

【右】石川社長とスタッフの皆様

明るく、落ちついた雰囲気のおしゃれなサロン

優しい調べの音楽とスタッフさんの明るい笑い声で緊張も
ほぐれます。



『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.26

OFFICE NOIR
オフィシャル
ブログQRコード
→

第１4回目のオトコ気研究所のテーマは、『映像へのこだわり』をプロの視点で

教えていただきました。
社会人としての引き出しを増やすため書き下ろしていただきました。
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

★ブライダルプロフィール映像の先駆者★

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.1４

お酒が好きで、よく一人でバーで飲んでいると必ず聞かれるのが
「どういうお仕事をされてる方ですか？」
多分スーツ着てないし、怪しい格好してるから（笑）

主に映像、音響、イベント演出をしてるんだけど、今回はフォーバルさんの
要望に応えて映像のお仕事についての話。具体的には、PV、VP（ビデオ・
パッケージ）,CM,イベント演出映像、ブライダル、ネット映像等を制作
している会社です。

今必ずと言っていいほど結婚式で流れる新郎新婦のプロフィール映像
（小さい頃から学生時代などの生い立ち）やエンドロール
（列席者の名前を最後に出していく）を最初に作ったのは、実は私なんです。
（ちょっと自慢）１５年位前に、はじめたので業界でそう言われます。

昔、プロフィール紹介はスライドだったんです。
長くて退屈だったのと、音楽と映像が合ってなかったのですごく違和感が
ありました。ちょうど友達が結婚するということで作ったのが始まり。

実は映像と音楽の関係は非常に大事で、ビデオは１秒間に約３０フレーム
（１秒間に写真を３０枚撮るイメージ）なので、１フレームでも音のリズムが
ずれると感動できないんです。やみくもにつないで、音楽をつけてるだけでは
駄目なんです！最初に絵コンテを作り音楽に合わせながら作業します。
正直時間がかかります。しかし算数みたいに答えが一つではないから、面白い！
今は、簡単にパソコンで編集できるからこそ、プロとアマの違いが問われます。
もっといっぱいあるけど、今回はさわり。又次回をお楽しみに

職業柄、若い人達（下は小学生から、、、笑）とのかかわりが多
いそんな中、熟女たちとの語らいを心地よく感じる竹田麻紀です。

先月51歳を迎え、新たな人生のスタートです。
ティーンズの友人とは、遊び、語り合い、ぶつかり合い
若さ、いただいてます。苦笑

中間層（20～40代）とは、結婚、子育て、社会とのかかわり、
恋愛と『動く人生』についてお互いの相談にのり、助け合ってい
ます。でもまだまだ自分中心なところもあって、、反省。。。

最近、どんどん気の合う素敵な仲間が増え、『人間力』をアップ
していけそうな気がします。
いろんな経験を経て知識も増え、昔の『熱さ』は弱まったが
ちがう『パワー』が身に付き、まわりの人そして自分を
大切にできるようになりました。

50代は、自分の傍にどれだけの仲間がいるかが
大切になってくる時期だと感じています。

＊写真は先日のバースデーパーティーです。美味しい料理と
楽しいおしゃべりでパワー充電していくのです。

★Party・Party・Party★



コーレア初企画！！『コラムコラボ』 オフィスdeヨーガ×Business English Cafe
毎月コラムでご協力いただいているオフィスdeヨーガの安部香予子先生とBusiness English Caféの野崎洋一社長に
Business English ヨーガを企画していただきました！英語力をつけながら休み明けのボーとした気分を解消させよう！

11 22

33 44

今月のポーズ
『ねじった脇ストレッチ』

Business English Café
を担当していますMilestone

株式会社の野崎です。
ビジネスで役立つ英語を

学びましょう。

こんなとき１：
さぁ今日から仕事！みんな気を抜くな！
連休明けのまったりした気分をしゃっきりさせよう！

こんなとき２：
今日は、大事な商談だ。しっかり集中しなくては。
気持ちを切り替えよう。

パリヴリッタ ･パールシュヴァ･

コーナ･アーサナ

訳：軽くジャンプして足を肩幅に
開きます。

訳：息を吸いながら大きく足を開き、
腕を左右に広げます。

訳：右ひじを足の内側にいれ、足と
肘の押し合う力を利用して、さらに
上体をねじります。息を吸って息を
吐きます。吸いながら元に戻します。

訳：手は合掌し、右膝を垂直に曲げ、
右足に重心をかけ上半身を傾けてい
きます。息を吐きながら、さらに上
半身を倒していきます。

Fold palms and bend your right knee at 
a right angle. Then put your weight on 
your right foot whilst bending down. Keep 
breathing out and bend down more.

Put your right elbow inside your 
right leg. Twist your upper body -
Use the strength/power you feel 
between your elbow and leg.
Breathe in breath out. Adjust your 
posture whilst breathing in

Spread your legs whilst drawing in 
a breath and unfurl your arm.

紀元前5000年にインドで
発祥したといわれるヨーガ
は、心と体のバランスを整
える行法です。私達人間が
どのように生きるべきかを
教えた行者さんたちの知恵
の塊です。
体を温めたり冷やしたりす
る呼吸法や集中力をアップ
させるポーズなど私たちに
応用できるポーズが様々あ
ります。

【訳】

Yoga refers to the 
traditional physical and 
mental discipline 
originating in India, dating 
back to 5,000B.C.

Yoga offers nuggets of 
wisdom on how to live.
There are several practices 
which contain methods of 
breathing for warming and 
cooling your body as well 
as posture which improves 
concentration levels.

Here is one example case.
Let‘s back to work after holidays!
Stick to it!!
Here is another example case.
Today, we will have an important
ｍeeting. Concentrate all my energy into it.
Let me change my mind.

Jump lightly with your legs 
spread apart to about shoulder width.



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.12

九州明興 株式会社 TEL：092-482-3883
住所：福岡市博多区博多駅南4-3-9

HPの反響は？
HPを見ていただいたお客様からの反響は、取扱商
品の多さに驚かれることです。
当社が加工部品の専門商社ということを再認識し
ていただけるツールになっています。
また、ホームページを見て、とメールや電話での
問い合わせをいただいています。特に、こんな部
品ある？こんな製品を作ってほしいのだけど。な
どという問い合わせをいただきます。このような
問い合わせをいただくとお客様の幅広いニーズを
実感することができます。

HPの今後の利活用に関して
解析レポートの活用を目指しています。ログ解析
を分析することによって、お客様がどのような
ページを中心に見てくださっているかを把握し、
その上でどのような情報を提供していくかなどに
ついて、社内のHP活用会議で話し掲載して行きた
いと考えています。

http://www.kyushu-meiko.co.jp

写真：従業員の皆様と邑上（右）

樹脂加工のプロ集団
私たちの身の回りを見てみると車や、家電製品、
飛行機、レジャー製品などあらゆるところにプラ
スチックは使用されています。九州明興㈱様は、
プラスチックの中でも特に耐熱性や機械的特性が
優れているエンジニアリングプラスチックやスー
パーエンジニアリングプラスチックの加工品を取
り扱われています。フッ素樹脂やテフロン加工に
も定評があります。又金属加工、ロストワックス
鋳造製品、ミム、CFRP製品の部品設計もされて
います。（詳しくはHPを覗いて下さい。）お客様
のニーズにあった商品をご提供できる会社様です。

九州明興

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

甘いものは、別腹のお話

「スイーツ。」なんて素敵な響きでしょう。
先日、ケーキバイキングに行ったお話しです。お店の場所
は、六本松。フランスのカフェを思わせる店内に、ところ
せましと並ぶかわいい焼き菓子。小さな店舗ながらも本格
的なスイーツが楽しめるお店でした。
昨今は、男女の関係無くスイーツファンが増加していると
いいます。実際、私が訪れたお店にも男性の姿があり、ス
イーツを楽しまれていました。
確かにあの口に入れた瞬間の幸せ。その記憶によって科学
的にも証明されている別腹が生まれるのもよくわかります。

最近のスイーツも進化しています。スイーツ好きにはもち
ろん、甘いものがそんなに得意ではない方でも十分楽しめ
るスイーツもたくさんあるんです。

その一つが、少し前から出てきている塩スイーツ。
甘さとしょっぱさが同居してなんともいえないハーモニー
をかもし出しています。実際に私も塩キャラメルエスプ
レッソパフェを食べたのですが、驚きです。パフェの構成
としては、下から自家製のクッキー、塩バニラアイス、エ
スプッレソゼリー、モカゼリー、バニラアイス、シュー生
地、生クリーム、塩キャラメルソース、チョコレートとい
う組み合わせ。

口の中に入れた瞬間になんだろうこれは？甘い？？？
しょっぱい？？？おいしい！！と脳が混乱！驚きまし
た。
はじめて食べたしょっぱ甘いキャラメル。
生クリームの上にとろーりとかけてあり、一口で二つ
の味を同時に楽しめることに想像以上のギャップを感
じました。しかし、ここで終わりません。キャラメル
だけかと思いきや、下層にある塩バニラアイス、とエ
スプレッソゼリーがまた単純なようで複雑な味を生み
出します。
3つの要素が三位一体となり相乗効果を生み出してい
ました。一つのグラスで甘み、苦味、しょっぱ味と全
体のバランスを上手に保っている一品でした。

このバランス感覚を持っている
パティシエの方に脱帽です。
パフェ以外にもケーキやタルト、
クレープ、アイスなど種類も
とても豊富。

皆さんのお近くのスイーツ
情報がありましたら
教えてくださいね！

濱田 奈見 Presents



第２回『ミニブーケをつくろう！』

今月の花

プレゼントを華やかに
演出するリボン。
最近は、引っ張るだけ
でかんたんに作れるリ
ボンがあります！

★ワンポイント★

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

カラフルで、元気なお花が出回る季節です。好みの花を軸にかわいらしいブーケ
を作りましょう！ポイントは、お花の種類を奇数にすることです！

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

強い色のガーベラを下に配置することで、
色と形のバランスを整えます。
一色挿し色（反対色）を入れることで全
体に引き締めます。メインのオレンジに
合わせて薄紙を巻きレースのチュールで
全体を包みます。

ガーベラ

マーガレット
スプレーマム

レモンリーフ

ゴールドスティック

レンパーレ

写真は、フォーバルで
毎月１回開催されている
お花の教室風景です。

花代3,500円のみで、
どなた様でも参加可能
です。
次回は、６月９日です。
興味のある方は、
info-kyusyu@forval.co.jp
まで。

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。

◎セーフティネット貸付を延長・拡充

＞＞セーフティネット貸付とは？＜＜
長期固定の低金利で融資を受けられる制度で、
中小・小規模企業であれば、原則として業種
を問わず、利用することができます。

・個人企業や小規模企業向けの小口資金融資
額の平均は約700万円 、主な制度の融資限度
額は4800万円
・中小企業向けの長期事業資金
融資額の平均は約9000万円 、主な制度の融資
限度額は7億2000万円

こちらも、平成22年度末までご利用できます。
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口でお申
し込みができます。

日本公庫 中小企業向けの長期事業資金相談
センター
電話： ０１２０－８６－８１２１

◎「景気対応緊急保証」

今年３月末で期限を迎えた「緊急保証」が、
新しく「景気対応緊急保証」に生まれ変わ
り、引き続き４月以降も利用できるように
なりました。
対象中小企業の認定方法が改善され、２年
前と比較して売上等が減少している中小企
業も対象に加わり、市区町村の認定が簡便
化されています。
金融機関から融資を受ける際に一般保証と
は別枠で、無担保保証で8,000万円（借り手
の状況によっては、8,000万円を超える無担
保保証にも対応）、普通保証で2億円まで信
用保証協会の100％保証を受けることができ
ます。
保証期間は10年以内です。
例外業種を除き、原則として全業種の中小
企業を対象としています。
。
こちらは、平成22年度末までご利用できま
す。

☆



エベレスト登頂記念
1953年、英国登山隊のヒラリー隊員らが、世界で初め
て世界最高峰のエベレストの登頂に成功した

29 日
(土)

横綱・大鵬引退(1971年)
横綱・千代の富士引退(1991年)

14 日
(金)

沖田総司、没
1868年、新撰組一番隊組長の沖田総司が
老咳（結核）のため没。25歳

30 日
(日)

Ｊリーグ開幕
1993年、初代王者はヴェルディ川崎

15 日
(土)

世界禁煙デー
1989年、世界保健機関（WHO）が制定
国際デーの一つ

31 日
(月)

28 日
(金)

27 日
(木)

26 日
(水)

25 日
(火)

24 日
(月)

23 日
(日)

22 日
(土)

21 日
(金)

20 日
(木)

19 日
(水)

18 日
(火)

17 日
(月)

16 日
(日)

愛犬の日
1994年、ジャパンケンネルクラブ
(JKC、現ジャパンケネルクラブ)が制定

看護の日(ナイチンゲールデー)
1991年、赤十字社が、近代看護を築いた
ナイチンゲールの誕生日にちなんで制定

長良川の鵜飼い開きの日
10月15日まで連夜行われるが、
満月の日は除外される

バードデー（愛鳥の日）
野鳥を保護し、野鳥に親しみ、愛鳥心を養うとともに、
自然保護の思想を普及する

アイスクリームの日
東京アイスクリーム協会（現在の日本アイスクリーム
協会）が1965年より実施

コカ・コーラ記念日
1886年、薬屋が、コカの葉のエキスから
作った新しい薬をソーダ水で割ったことがはじまり

コナモンの日
2003年、日本コナモン協会が制定
たこ焼き・お好み焼き・うどん等、粉を使った食品
「コナモン」の魅力をPRする日。「こ(5)な(7)」の
語呂合せ

ゴムの日
「ゴ(5)ム(6)」の語呂合せ
ゴム製品のPRの為に制定

手話記念日
2003年、後藤田三朗さんの提唱で、日本デフ協会が
制定手話が左右の五本指を使うことにちなむ

ラムネの日
1872年、東京の実業家・千葉勝五郎氏がラムネの製
造販売の許可を初めて得たことにちなむ

人形「リカちゃん」の誕生日
タカラから発売されている人形「リカちゃん」の誕生
日1967年7月に発売された

八十八夜
立春から88日目
唄で知られる一番茶摘みの頃でもある

スズランの日
イギリス・フランスでは、この日スズランを贈られた
人には幸せが訪れると言われている

花火の日
1733年、隅田川で水神祭りの川開きが
行なわれ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられた

13 日
(木)

貴乃花が22回目の優勝
大相撲夏場所の千秋楽優勝決定戦で貴乃花が武蔵丸を破
り優勝｡小泉純一郎総理は、｢痛みに耐えてよく頑張った､
感動した｣と貴乃花を表彰

12 日
(水)

甲子園球場にラッキーゾーン設置
1947年、「広すぎてホームランが出にくい」との理由
で甲子園球場にラッキーゾーンが設置された
1992年に撤去された

11 日
(火)

広辞苑初版発行の日
1955年、岩波書店発行、新村出編の広辞苑の初版が出
た

10 日
(月)

日本初のゴルフ場オープン
1903年のこの日、日本初のゴルフ場
「神戸ゴルフ倶楽部」がオープンした

9 日
(日)

寺尾の十両昇進が決定
1984年、福薗、逆鉾と合わせて
史上初の三兄弟関取に

8 日
(土)

ガールスカウトの日
第2次世界大戦で中断されていた日本ガールスカウトを
再興する準備委員会が発足し、1949年にガールスカウ
ト日本連盟が結成された

7 日
(金)

リンドバーグ翼の日
1927年、リンドバーグがパリに到着し、
大西洋無着陸横断飛行に成功

6 日
(木)

新東京国際空港開港記念日
1978年、千葉県成田市に新東京国際空港
(成田空港)が開港した

5 日
(水)

ボクシング記念日、チャンピオンの日
1952年、白井義男が日本人初の
ボクシング世界チャンピオンに

4 日
(火)

ことばの日
5月（こ）18日（とば）の語呂合せから生まれた記念日
ことばを正しく使うように心掛ける日

3 日
(月)

生命・きずなの日
日本ドナー家族クラブが制定
生命の大切さ、生命の絆について考える日

2 日
(日)

旅の日
松尾芭蕉が「奥の細道」に旅立った日が由来。

1 日
(土)

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5月 ♦



環境が変わっても大丈夫。どんな場所
でも育つ雑草のように、あなたの魂は
鍛えられています。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

どんなに美しくても香りがない花は
ドライフラワーと同じ。香りの演出
で恋をつかみましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

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。

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。

４月にフォーバルでも人事異動があり、
東京より小林新支店長、横浜より市川
部長が九州に参りました！
少し遅くなったのですが皆様にご挨拶
させていただいています。
また、今回はコーレア初のコラムコラ
ボ企画です！お気づきの方も多いと思
いますが、Business English ヨーガを
掲載しています。いつも別々にコラム
を書いていただいているのですが今回
は、協同で書いていただきました。ぜ
ひ見てくださいね♪

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
シトロネラの香りは気持ちを高揚さ
せ、明るく元気付けます。

あなたの努力が実り、大輪の花を咲か
せます。全てが上手くいくことでしょ
う。

仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

花だって育てる人に愛情があるかどう
かが分かるのです。あなたが育ててい
るものが成長しないのはあなたに愛が
欠けているからでは？

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

たんぽぽの綿毛のように柔らかな心
でいましょう。風があなたを良い場
所へと運んでくれます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

月下美人の花は月明かりの下で白く
美しく輝きます。満月の夜に好きな
人にアタックしてみて。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

部屋の東南に花を飾ってみて。多くの
人との出会いがもたらされるでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

美しい薔薇には棘があるもの。あなた
にとって魅力的なものは細心の注意を
持って取り扱う必要があります。

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「8」

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「8」を足します。 7+8=15 1+5=6
※ 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6です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

花束はいろんな種類の花が混じってい
る方が綺麗ですね。それぞれの個性を
認めましょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

似顔絵師

米盛 亮

昭和57年生まれ、美術専門学校卒
業。キャナルシティ博多で似顔絵
師として活躍。ウェルカムボード
の依頼はトップ。臨場感溢れる
タッチは、最近益々磨きがかかっ
ている。明るい人柄は好評。先月
結婚し、公私ともに絶好調！


