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「第２回働く女性のスピーチコンテスト」募集スタートしました！！
働く女性スピーチコンテストとは埼玉県が主催する SAITAMA Smile Women フェスタ 2015(会場
さいたまスーパーアリーナ､昨年来場者 2 万人強の実績)内で開催する「女性のためのスピーチ
コンテスト」です。大勢の人の前で話す事で自信と勇気を持って社会進出が出来るように、
女性一人ひとりがウーマノミクスの主役になり輝き放たれるように願って企画しました。
特設サイトもリニューアルオープン！！！http://vcsucre.com/contest/
チラシもできました！！！今年は「働いているワタシのメッセージ」部門はもちろんのこと、
「働きたいワタシのメッセージ」部門も設け、働きたいけど働けない女性たちの素直な想い
にもスポットを当てます。安倍政権は 2020 年まで管理職女性を 30％に、という数値目標を
掲げる前に、「女性が、子どもが生まれても普通に働き続けることができる、女性が自分の考え
を人前で当たり前に伝えることができる」という普通に働きたい女性たちをとりまく環境を整えることも重要ではな
いかと常日頃から思っています。出産を機に退職せざるを得なかった悔しい思いを持っている優秀な女性たちにもぜ
ひご応募いただきたいですね(*^^*)9 月 13 日さいたまスーパーアリーナのステージはあなたが主役です！！

［中小企業様向け女性活躍研修としてスピーチコンテストをご活用下さい］
今年は女性社員様向けプレゼンテーション研修の一環としてスピーチコンテストへのご参加を中小企業様に呼
びかけてまいります。御社でも社内選考会を行い、本選に代表選手を送りませんか？女性たちのモチベーショ
ンアップと社内コミュニケーションの円滑化が期待できます！
【コンテスト出場サポートパック】・女性社員向けプレゼン研修・社内選考会運営サポート(審査・表彰式・
司会指導)・当コンテスト決勝参加権・スピーチ指導サポート(話し方・内容)など。
※ご興味がございましたら説明に伺わせていただきます。お気軽にお問い合わせください。TEL 048-829-9624

『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！筆記･実技ともにあります。

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」

※5/23(土)10：00～16：00
※5/27(水)10：00～16：00
※6/13(土)10：00～16：00
※6/17(水)10：00～16：00

「声美人検定 3 級」（初級修了程度）受験料 3,000 円
2015 年 6 月 7 日日曜日実施。申込受付中。対象：シュクルで学んだ方
☆合格者には認定証＆シュクルガールバッチを進呈します！

参加費 5,000 円(税込) ※無料個別相談特典あり。

パーソナルジュエリー展示会＆セミナー
6/27(土) セミナー13：00～15：00 展示会 15：00～18：00
パーソナルジュエリー展示会 『私が私であるために』 自分に自信と誇りを
持ち、内面も外面も美しく輝き続けるために身に着ける自分のためのジュエリ
ーを展示しております。入場無料、見るだけでも OK です♪
■パーソナルジュエリスト佐瑠女まきさんをお迎えしてセミナー
【私の未来は私が創る。120 分で、
『未来の自分』を先取りして、実現力をアッ
プするセミナー】同時開催します。
セミナー日程 6 月 27 日(土) セミナー時間 13：00～15：00 少人数限定
セミナー費用 5,000 円(税込)/1 回 ※お早めのご予約を！

埼玉県倫理法人会さいたま市地区活力朝礼コンクール
活力朝礼コンクールに弊社が大宮区代表として出場します。
開催日時 4 月 25 日(土) 13：00～16：15＊受付開始 12：30
会場 さいたま共済会館 5 階 501･502 号室(浦和駅西口徒歩 10 分)
『社員が変わる活力朝礼』～毎日 10 分で職場が変わる～
このコンクールでは、毎日朝礼を実践している参加企業のみなさんの
元気な「活力朝礼」をご覧いただきます。シュクルならではの声のチ
カラで朝を元気にするスーパー朝礼をおたのしみに！
みなさんの応援よろしくお願いいたします。

お友達ご紹介者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』7 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 3 期生募集中＞
【日時】全 6 回 7/18,8/29,10/3,10/31,11/28,12/19
【時間】土曜日 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 1 Day スクールでご体験下さい。

http://vcsucre.com/course/experience/

シュクル声磨きサロン 2015 年 4 月
【声美人の学校 2 期】全 6 回 日曜 ④4/18⑤5/16⑥6/20 13：00～17：00
【声美人の学校 1 期】全 6 回 土曜 ②5/10③6/14④7/12⑤8/23⑥9/27 13：00～17：00
【第 3 ステージ(上級)】全 15 回(上級 5 回) 月曜 ⑪4/13～隔週 10：30～12：00

その他、プライベート
プラチナレッスンが
行われています。
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～3 月の研修・講演

報告～

3/6 東京都中小企業振興公社 中小企業ビジネス支援事業大手企業マッチングセミナー司会
(2 月には同事業の「伝わるプレゼン」研修実施)
3/7 川口市倫理法人会モーニングセミナー講話
「社長の声のチカラで会社が変わる」
3/18 八潮市倫理法人会モーニングセミナー講話
「社長の声のチカラで会社が変わる」
3/19 関東信越税理士会大宮支部 話し方研修
「税理士に求められる好感度アップ＆説得力アップの話し方」
3/26 鴻巣･北本倫理法人会モーニングセミナー講話
「社長の声のチカラで会社が変わる」

「いいね！」で応援お待ちしております。

ラジオ番組公 HPhttps://www.facebook.com/genkijirushicompany
「いいね！」で応援お待ちしております。

＜3 月のシック、すっく、シュクル＞

＜3 月の元気印カンパニー出演者＞

3/1
3/8

3/1「華麗(加齢??NO!)なるカレーの話」
井上スパイス工業株式会社
井上和人代表取締役社長
3/8「全国の有名どころが大集結！」
第 1 回さいたま新都心ラーメン
フェスティバル
3/15「映画のチカラで地方創生！」
ものがたり法人 Fireworks
代表林弘樹監督
3/22 「未来の会社のカタチ、ここにあり」
株式会社きもと
木本和伸代表取締役
3/29 この１年のご出演者をふり返る
元気印社長のひたむきさ、誠実さ、
強さ。新たなチカラが湧きました。

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

就職活動の変革でどう変わる？
声美人の学校 1 Day スクール
知っていますか？
3/15 第 2 回働く女性のスピーチ
コンテスト開催日が決定！
3/22 日本でまだなじみない
イースター
3/29 大人女子限定サクラ情報
第 1 期ラジオ専科 修了生誕生！！
しなやかにたくましく生きる女性
たちを応援する同番組に、アシス
タントパーソナリティーとして
3 名が出演決定！
(声美人限定ラジオ専科修了者のみ)

☆今月のお役立ち･ワンポイントレッスン☆
自己紹介などちょっとした伝え方のコツを一つ。覚えてもらいたい名前は、ちょっと音程を上げて話すと、
さっくりと名前のところが浮き彫りになりスポットライトが当たったような印象を相手の耳が受けるのです。
ですから、記憶してもらいやすくなります。よく喋りには抑揚が必要だといわれますが、むやみやたらに
抑揚をつけてしまっては、落ち着かない話し方になってしまい、品格が台無しです。

特に伝えたい、強調したいところだけ、音程を上げる！
ぜひ新年度の自己紹介からお役立てください。好感度アップのトークは間違い無し！佐藤がお約束いたします（＾＾）

<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), ②5/30(土), ③6/21(日), ④7/20(月･祝), ⑤8/2(日), ⑥9/26(土)
【時間】13：00～17：00 【場所】シュクル声磨きサロン 少人数限定 【対象】声美人の学校･声美人上級修了者
【受講料】シュクル声美人会員価格 148,000 円(税込)

【編集後記】今年も、シュクル声磨きサロン前、弁財天の桜が、あっという間に咲いて、あっという間に
散っていきました。いつ観ても、桜は美しいですね。そして月日が経つのも、早いです。桜の花はこの時
のために日々努力を重ねています。なにもせず１年が過ぎていかないように、来年、満開の桜の花を、観
る時までに、目標を決めて、桜の花に、しっかり報告できるようにしたいですね。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
FAX:048-829-9634
ﾒｰﾙ: info@vcsucre.com
シュクル HP： ・女性向け

http://vcsucre.com/

・企業･経営者様向け

http://vcsucre.com/company/

