【編集・発行】
シュクル声磨きサロン
責任者 佐藤恵
担当編集者 中川久美子

シュクル通信

11 月号

○

平成 26 年 11 月 18 日

11/7,8,9 コラボさいたま 2014！さいたまスーパーアリーナで開催！！
コラボさいたまがさいたまスーパーアリーナのコミュニティアリーナで開催さ
れました。ご来場いただいたみなさまありがとうございました！！弊社出展ブ
ースにお立ち寄りいただいたり、小峯講師による企業プレゼンをご観覧いた
だいたり、「話し方ボイストレーニング無料体験」に参加いただいたり、年代・
業種の垣根を越えてたくさんのみなさま
からご縁をいただけましたことを嬉しく
思います。11/9(日)はスタッフ古家が
無料体験会講師デビューとなりました。
社員一人一人が成長できました。
そしてさいたま市の底力を実感した 3 日間でした！

声のチカラで日本を元気に！！ずっとずっとみなさまの
ご発展の一助になれますよう社員一同前進してまいります！！！
これからも(株)ボイスクリエーションシュクルをよろしくお願いいたします。
コラボさいたまで小峯講師が企業プレゼンを行いました。
11/7(金)14：00～14：45
「声のチカラがウーマノミクスの原動力！
中小企業向け女性活躍＆活用研修事業のご提案」
働く女性たちを応援するシュクルだからこそ行き着いた三位
一体のアプローチ！！
声のチカラ・女性のチカラが
が社会を変えるといっても
過言ではありません。
働く女性のスピーチコンテ
ストや、女性社員の研修に
ぜひシュクルが、お役立ち
いただけます。お悩み・ご相
談ご連絡ください。

現在進行中声美人コース♪
声磨きしていきましょう。
【声美人コース】全 15 回
第 1 ステップ

5回

￥135,000 入会金¥10,000

分割 OK 返金保証付き

①月曜

10/20, 11/3, 11/17, 12/1, 12/15

②金曜

10/3, 10/17, 10/31, 11/14, 11/28

【中級】隔週 5 回

10：30～12：00
10：30～12：00

10/11, 10/18, 11/8, 11/22, 12/6

③土 B

10/18, 11/1, 11/15, 11/29, 12/13

13：00～14：30
13：00～14：30

(③のみ 1 回目 15：00～16：30,3 回目 10：30～12：00)
【上級】隔週 5 回
①水曜

①¥39,000

9/17, 10/1, 11/12, 11/26, 12/10

① 11/22(土) 15：00～18：00
② 12/3(水) 10：00～13：00
③ 12/6(土) 15：00～18：00
※個別相談会もあり。費用 2,000 円(税込)
お友達ご紹介の方には 1000 円チケットプレゼント！

☆「印象力が驚くほどあがる！声の磨き方･話し方」
一日スペシャルセミナーもあり
※11/24(月･振休)10：30～17：30
費用 3,000 円(税込)

))
10 月 29 日付で埼玉県から「声のチカラがウーマノミク
スの原動力！自分らしい活躍支援講座＆中小企業向け
女性活用研修事業」が経営革新計画の承認を受けました。
今回が 2 回目の承認となります。
新たなステップに向かって社員
一同ワクワク前進してまいります！
今後ともご指導ご鞭撻の程

②③¥38,000

②土 A

☆ボイストレーニング体験会

10：30～12：00

よろしくお願いいたします

シュクル声磨きサロン
〒 330-0062 埼 玉 県 さ い た ま 市 浦 和 区 仲 町
1-15-1 エスプリ浦和 103 号
TEL:048-829-9624 ﾒｰﾙ: info@vcsucre.com
シュクル HP: http://vcsucre.com/
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☆先月・今月の研修・講演 報告 ご案内
10/10 ドリ ー ム 様研 修
10/18 オゾン様研修

10/14

埼 玉 県 先端 産業 創 造 プ ロ ジェ ク ト 第１ 回 埼 玉 ロ ボッ ト ア カデ ミ ー 司会

10/28 ヤングキャリアセンター埼玉就活支援セミナー講演

11/4 女性の「こころ」と「からだ」を癒すチャリティーセミナー講演
11/5 医療イノベーション埼玉ネットワーク司会
11/15 東京都立教育委員会言語能力拠点校東京都立王子総合高校講演会
11/20 鶴ヶ島合同説明会セミナー講演 11/27

ヤングキャリアセンター埼玉就活支援セミナー講演

心地よい音がきこえます♪滑舌練習にも最適！
電源を気にせずにいつでも
どこでも iPhone のミュージ
ックやネットラジオを気軽に
スピーカーで楽しめます。
十分な音量と納得の音質♬
キャビネットの素材にエコマ
テリアルの国産孟宗竹集成材を採用。竹の小片を何層も積層し
た板材から CNC 加工により削りだした緻密なモザイク意匠は

シュクル公式 facebook ページにいいね！してください(願)

おしゃれ。家事の合間など、CD やラジオを良質のモノラルサウ

女性向け

https://www.facebook.com/vcsucre

ンズで聴きませんか？「の音 PRO 竹」直販価格￥50,000(税込)

企業向け

https://www.facebook.com/vcsucre.company

ラジオ番組公式 HP

https://www.facebook.com/s.s.sucre

ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/genkijirushicompany

こちらも「いいね！」で応援お待ちしております。

こちらも「いいね！」で応援お待ちしております。

＜シック、すっく、シュクル出演者からピックアップ＞

＜元気印カンパニー出演者からピックアップ＞

埼玉県産業労働部ウーマノミクス課
今川様 ＆ 吉岡様 埼玉県では、ウーマノミクス推

ARUPaPa 株式会社

進プロジェクトの一環として仕事や趣味、子育てなどいきいき

ーカー「の音 PRO 竹」
発売を記念してのご登場！「の音 PRO 竹」

と輝く女性を応援する気持ちを表したメッセージを募集、909

は今年 4 月に TOKYO DESIGNERS WEEK in MILANO でコンセプト

通の中から優秀作品が選ばれ、さいたま SMILE WOMEN

モデルとして出展したものを商品化

Festa 2014 にて表彰式が

したもの。来年の出展には地元埼玉

行われました! ママへの感謝

のものづくり企業さんとジョイント

の言葉、小学生の娘さんや

したいと河端社長さんは共同出展

思春期の息子さん、同僚・

したい企業さんを只今募集中！

部下への激励の言葉。様々な

世界に自社技術プロダクトを発信

メッセージを振り返りました。

したい社長さん、待っています！！

河端 伸裕代表取締役

プロダクトデザインを手がける会社です。電源要らずのスピ

10 月の声美人シルバーサティフィケイト修了者 新海様
【編集後記】早いもので今年もあと 1 ヶ月ちょっとですね。今年はいろんなことをやる！と年頭に宣
言していたので声磨きもできましたし、なによりこのシュクルで、みなさまと出会えたことが大きい
1 年でした。まだまだ未熟者ではございますが、これからもよろしくお願いいたします。
ご意見･ご感想お気軽にご連絡ください。 メール info@vcsucre.com (中川)

