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活力朝礼コンクールで愛和賞いただきました！！
2015 年 4 月 25 日(土)に埼玉県倫理法人会さいたま市地区
活力朝礼コンクールにさいたま市大宮区倫理法人会代表と
して出場させていただきました。(会場:埼玉共済会館 5F) このコンクールのテーマは
『社員が変わる活力朝礼～毎日 10 分で職場が変わる～』
たかが「朝礼」されど「朝礼」
。最小限の時間で最大限
の効果を生む各企業工夫あふれる朝礼のオンパレードで
した。シュクルならではの声のチカラで朝のスタートから
活性化する滑舌トレーニング入りのスーパー朝礼を発表
させていただきました。おかげ様
で愛和賞を受賞いたしました！
福島埼玉県倫理法人会朝礼委員長
はじめ多くの皆様にご指導いただ
き誠にありがとうございました。
声のチカラで朝から元気に！！

-10 歳の印象づくりアンチエイジング声磨き New!!

今月のおすすめ講座・イベント
「第２回働く女性のスピーチコンテスト」募集中
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。表現できる自分になりたい、伝えたい想いがある、挑戦した
い事がある、そんな女性のみなさま、声のチカラをスピーチで表し
ませんか？テーマ A「働いているワタシのメッセージ」テーマ B
「働きたいワタシのメッセージ」で参加募集しています。
http://vcsucre.com/contest/ 詳しくは特設サイトをご覧下さ
い。FB ページも開設しました。イベント当日までの様子や昨年参
加くださった方の声、裏スピーチコンテスト?!など楽しい情報をお
伝えしていきます。https://www.facebook.com/saitama.speech
「御社からも女性社員様のチャレンジをお待ちしております」
普段人前で話す機会の少ない女性の皆様にこそ、自分の思いを表現する
機会を提供し、ウーマノミクスのボトムアップへとつなげていきたいも
のですね。また昨年社内で導入くださった企業様から「女性社員を応援
する気運が社内にも高まり社内コミュニケーションが円滑になった！」
とお喜びのご報告をいただいております。女性社員様のモチベーション
アップの機会に働く女性のスピーチコンテストをご活用下さい。
お問い合わせ TEL 048-829-9624 メール info@vcsucre.com

「無料個別相談会スタートしました」

New!!

自分だけのニーズに合ったトレーニングをしたいけど。
。
社内研修としてボイススピーチトレーニング導入を検討したい。
。
話し方に自信がなく問題点をチェックしてもらいたい。
。など、
日々シュクル声磨きサロンには様々なお問合せをいただきます。
あなたまたは御社の声・話し方の悩みを声のプロがじっくりお聞き
し、問題を的確に把握して、課題を明確にいたします。
※ご都合の良い日時をお選びいただけます。30 分無料です。
あなたの「今聞きたい！今試したい！」にお応えします。
お気軽にご相談ください。ご予約 TEL048-829-9624

シュクル声磨きサロン 2015 年 5 月
【声美人の学校 3 期】全 6 回 日曜 ①5/24②6/21
③7/19④8/30⑤10/4⑥11/8 13：00～17：00
【声美人の学校 2 期】全 6 回 日曜 ②5/10③6/14
④7/12⑤8/23⑥9/27 13：00～17：00

リフレッシュに！美容･健康のために！いつまでも若々しく
ありたい女性のための声磨き講座です。まずはお気軽におた
めしレッスンにお越しください。
「声」=「若さ＆美しさ」の
ヒミツを知る 1 時間です。お待ちしております。
日程 2015/6/18(木),6/24(水) 時間 10：30～11：30
費用 1,000 円/1 回 ※お早めのご予約を！TEL 048-829-9624

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」
・6/13(土)・6/17(水) 10：00～16：00
参加費 5,000 円(税込) ※無料個別相談特典あり。
＜お友達をご紹介ください！＞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ね！お待ちしております。

PICK UP!
『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を魂込めてお
伝えします。 本気で自分を変えたい方ウェルカムです。
※声美人の再受講も OK です。
是非お気軽にご相談下さい。
＜声美人の学校 4 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 1Day スクー
ルにご参加下さい。
http://vcsucre.com/course/experience/
【声美人の学校 1 期】全 6 回 土曜
⑤5/17⑥6/20 13：00～17：00
【第 3 ステージ(上級)】全 15 回(上級 5 回) 月曜
⑮6/15 10：30～12：00
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。
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～4 月の研修・講演
4/7
4/14
4/25
4/28

報告

～

飯能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」
東京都立王子総合高校 平成 27 年度授業スタート
埼玉県倫理法人会さいたま市地区活力朝礼コンクール出場
東京都立王子総合高校 1～4 時間目授業

～4 月のラジオ

ご出演者

報告～

FM78.3MHｚ

REDS WAVE インターネットでお聴きいただけます

4/5 【「第 2 回働く女性のスピーチコンテスト」募集】
4/12 【圏央道開通で埼玉⇔湘南グーンと接近！】
埼玉県観光課の内田様からの情報提供
4/19 【「女性だけの話し方スクール」に遠方からの参加者続々】
声美人の学校 1Day スクール！
4/26 【CNN「2014 年世界の夢の旅行先 9 か所」にあの大藤棚が
選ばれた！！】あしかがフラワーパーク
ラジオ番組公式 HP

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

4/5 【人前苦手な皆様への年度初めの Invitation】
4/12 【就活向け面接対策】
4/19 【さいたま市リーディングエッジ認証企業第 6 弾！
50 年にわたるものづくりのこだわり】日昭電器株式会社
代表取締役社長 油布 幸三
4/26 【永遠の美しさ追及で彩の国経営革新モデル企業に！】
株式会社ボン 取締役 橋本 優子
ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/genkijirushicompany

ラジオで
御社の PR
しませ
んか？

＜ラジオで御社の商品やサービスを PR しませんか？＞『シック、すっく、シュクル』は毎週日曜のお昼を彩る女
性のためのラジオ番組♪埼玉県内唯一の女性応援プログラムです。アクティブにしなやかに生きる女性を中心に
リスナーが広がり話題を集めています。この番組内で御社を PR しませんか？新年度キャンペーン【ブランディン
グサポート 30 万→期間限定 20 万円！】(キャンペーンは 6 月末まで)・御社の商品・サービスを毎月シリーズで
ご紹介（月 1 回 7 分枠のコーナー×4 か月）コーナー企画制作･同録音声の活用の仕方(拡散の仕方､HP への導線､
販促ツール)のフォローアップ ほかサポートについての内容・詳細についてはぜひお問い合わせください。御社
の商品サービスをより多くの人に！ブランディングを徹底的に応援いたします。1 回からご予算に合わせてご提案
いたします。お気軽にお問い合わせください。TEL 048-829-9624 メール info@vcsucre.com

シュクルコラボイベント「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』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を同時開催【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】日程 6/27(土) 時間 13：00～15：00 少人数限定 費用 5,000 円(税込) ※お早めのご予約を！

☆今月のお役立ち･ワンポイントレッスン☆ 会話が弾む「笑声」を目指そう
ビジネスでもプライベートでも「もっと聞きたい。もっと知りたい。もっともっと教えて」と相手の心の
スイッチを ON にするためには、ワクワク感がとても大切ですよね。この「ワクワク」のきっかけとなるの
は「声」と「表情」です。明るい心地よい響きを持つ声に、聞き手は心を動かされます。人をワクワクさせ
るのは笑顔とその表情から発せられる声です。こうした声をシュクルでは「笑声(えごえ)」と呼んでいます。
「なんて感じのいい声だ」と感じるとき、その人の表情を見ると、かならず笑っています。人前で話すとき、
どうしても緊張したり、ドキドキしたり、表情がこわばっていませんか？笑顔を心がけるだけでも、印象力
がアップして、円滑なコミュニケーションにつながります。今日からあなたも笑声で！！(佐藤 恵)

【編集後記】朝礼コンクールでは、基本でもある滑舌トレーニングも、取り入れました。今までもレッスン
に通ってきてくれていた方も、少しの間でもトレーニングをしないと、忘れてしまうということを聞いてい
ながら、私自身も、トレーニングを疎かにしていました。朝礼コンクールを期に、毎日の積み重ねがいかに
大切かを再認識させられました。初出場でしたが勉強になりました。ありがとうございました。(中川)
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