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就活面接解禁 8 月一斉スタートでは遅すぎです！
今のうちに準備してまわりのライバルに差をつけよう！
【就活生向け面接対策セミナー】3 月・4 月に開催します！！
就活シーズンになるとパパさん＆ママさんから
「うちの子は筆記試験はいいけど面接がちょっと自信なくて・・・」
というお問合せをたくさんいただきます。
面接対策で声･話し方･姿勢･表情まで改善してくれるのはシュクルだけ！
※公務員試験合格の実績アリ！
試験は突破するけど、面接で落とされてしまうんです！を克服。
今年は徹底的にトータルサポート！エキスパート 3 人が
タッグを組んで個別指導を行います。
・ES のエキスパートが添削！・話し方のエキスパートが話下手を改善！
・面接のエキスパートが本番さながらの模擬面接！
少人数限定
【日程】1 期 3/8(日), 3/15(日), 3/29(日) 13：00～17：00
ご予約は
2 期 4/12(日), 4/19(日), 4/26(日) 13：00～17：00
お早目に。
【料金】3 日間セミナー料金：98,000 円(税込・資料代込)

☆☆『声磨き検定』開催決定☆☆
声美人認定証を出しています日本声磨き普及協会が
満を持して「声磨き検定」を実施することになりました。
日常に流されて声磨きのことは忘れ去られてしまった
声美人のみなさん、声磨きで学んだことを復習しながら
「声磨き検定合格！」を目指しませんか！

声美人の学校
☆1 Day スクール
「印象力が驚くほどあがる！声の磨き方･話し方」

※2/22(日)10：00～16：00

「声美人検定 3 級」受験料 3,000 円（初級修了程度）

※3/12(木)10：00～16：00

2015 年 6 月 7 日日曜日実施。4 月 1 日より申込受付開始。
対象：声美人(初級･中級･上級)修了者

※3/22(日)10：00～16：00
参加費 5,000 円(税込) ※無料個別相談特典あり。

今月の『ボイトレキープアップ講座』
1 時間 基本のフェイスストレッチ･滑舌トレーニングで
声出して日頃のストレス解消しませんか？
対象 声美人卒業生(上級修了者)
2/14(土) 13：00～14：00 2/18(水) 11：00～12：00
3/13(金) 11：00～12：00 3/15(日) 11：00～12：00
受講料 1 時間 1,000 円

今月の『声美人のためのブラッシュアップ講座 トライアル編』
対象 声美人全員･修了クラス問わず。
2/21(土)15-17「これからの自分の人生に迷いを感じたら・・・」
受講料: 2 時間 3,000 円

シュクル声磨きサロン 2015 年 2 月
【声美人の学校 1 期】全 6 回
土曜 ①2/7②2/28③3/21④4/18⑤5/16⑥6/20
13：00～17：00
【第 2 ステージ(中級)】隔週 5 回(トータル 15 回)
月曜 1/26 ～隔週 10：30～12：00
【中級】全 5 回
水曜 ②2/4③2/18④3/11⑤3/25 10：30～11：30
【上級】月 1 回/全 3 回
土曜 ②2/14 ③3/7 15：00～17：00
その他、プライベート･プラチナレッスンが行なわれています。

☆お友達ご紹介の方にはシュクルティープレゼント！
お友達は参加費 1000 円引き！
ぜひお誘いください！

『声美人の学校』４月開催募集ｽﾀｰﾄ！
声･話し方に悩みを抱える 30 代 40 代のキャリア
ウーマンを中心に声･話し方のコンプレックスを
解消し、話下手を改善し、人前で堂々と話す自信
を徹底的にサポートします。シュクル代表佐藤恵
が蓄積してきたすべて魂込めてお伝えします。
今回は超体育会系(?!) 本気で自分を変えたい方、
ウェルカムです。
※声美人コース受講中の方の編入、卒業生の再受
講も OK です。是非お気軽にご相談下さい。
＜声美人の学校 2 期生募集中＞

【日時】全 6 回
4/5, 5/10, 6/14, 7/12, 8/23, 9/27
【時間】日曜日 13：00～17：00
少人数限定
※誰でも入れるわけではありません。
まずはワンデースクールでご体験下さい。
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「声磨きの会」が始動！
2/28(土)におこなわれる「コムナーレフェスティバル」で【声磨きの会】が日ごろのレッスンの
成果を披露、声のチカラで盛り上げます！初めての活動を、応援しにきてください。
声を磨いて輝く声美人の、星野由美さん＆柚木幸恵さんの癒しの読み聞かせを聴きにいらして
ください。小峯講師も出演決定、花を添えてくれるでしょう。声磨きの会、がんばっています！
ぜひ、応援にかけつけてください！声磨きの会、読み聞かせにご興味のある方も、気軽にご参加ください。
すこしの時間、頭をからっぽにして、自分のためだけ、ものがたりに耳を傾けてみませんか？
2/28(土) 1 回目 11：00～12：00 2 回目 15：00～16：00 出入りは、自由。入場は無料です。
浦和 PARCO コムナーレ(さいたま市浦和区東高砂町 11-1) 10 階の第 14 集会室
★声磨きの会仲間募集中！ シュクル声磨きサロンで磨いた声のチカラで貴女も地域貢献を一緒にしませんか(*^^*)

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＞

ヴェルソ代表 中村寛子様

後藤精工株式会社

☆★冬ならではのお肌のケア★☆みなさんは冬のお肌のお手

超精密プレス加工技術を駆使し、通信・自動車、半導体分野

入れ、どんなことに気を付けていらっしゃいますか？

を中心に最先端の商品に組み込まれる部品を製造していま

年齢を重ねた肌には優し～い

す。半導体レーザー製品の世界シェア

お手当が欠かせません。

6 割！水晶振動部品 5 割！ノリにのる

浦和の街で 20 年、大人女子の

上海工場のお次は、マレーシア・

お肌を守り続けてきたエステサロン、

マラッカ工場が間もなくオープン。

お手入れポイントを伝授してくだ

従業員さん平均 35 歳、次世代の日本

さいますよこれで冬のお肌トラブル

のものづくりを支える技術集団として

は乗り越えられそう♬

若手育成にも工夫を凝らしています。

http://www.verseau.co.jp/

http://www.gotos.co.jp/

後藤秀隆様

インターネットでラジオを聴く方法
▼Windows から▼ 「REDS WAVE」HP を立ち上げ http://redswave.com/「サイマルラジオはこちらから！」をクリック
サイマルラジオ http://www.simulradio.info/ ページを下がり、関東の欄にある REDS WAVE の放送を聴くをクリック→
▼iPhone から▼ https://itunes.apple.com/jp/app/tunein-radio/id418987775?mt=8
TuneIn Radio をインストールし、 「REDS WAVE」を検索・選択してクリック
▼Android から▼ https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=ja
TuneIn Radio をインストールし、 「REDS WAVE」を検索・選択してクリック

<ラジオ専科 2 期生募集中！> エフエム浦和ラジオ番組出演を目指してラジオ番組制作や、ラジオパーソナリ
ティーのスピーチテクニックが学べる講座の第 2 期募集いたします！
【日時】2015 年 ①4/29(水･祝), ②5/24(日), ③6/21(日), ④7/20(月･祝), ⑤8/23(日), ⑥9/21(月･祝)
【時間】13：00～17：00 【場所】シュクル声磨きサロン 限定 8 人
【受講料】シュクル声美人会員価格 148,000 円(税込) 早期価格 118,000 円(税込) ※2 月中のお申し込み
【編集後記】1/29 に「在宅ワーカービジネスマッチング」に出展参加しました。1 年程前は私も、働きたい
けど子どもが小さいから働けないかも、ともがいていました。佐藤先生とのご縁で今日に至るのですが、こ
のイベントでもキャリアのある女性がたくさんいらして、応援していきたいと願う 1 日でした。中川

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/

