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【法人向け研修パンフレットが新しくなりました！】
公益財団法人日本生産性本部の調査によりますと、8

割のビジネス
マンが人前で話す事を苦手に感じているそうです。
そんな話し方に自信を持てずに行う日常業務におけるコミュニケーショ
ンで、行き違いが起きているにもかかわらず、お客様に与えている「目
に残らない問題＝コミュニケーションの行き違い」に気づかず、問題を
繰り返して知らず知らずのうちに溝を深めているとしたら…社員様一人
ひとりが御社の最前線に立つ「会社の顔」であり、
御社のイメージを構築する広告塔。社員様が発する
声、表現から生まれるコミュニケーションが業績に
直結するのです！パンフレットページを開けると会
印象を構築する 3 つの
社内で起こっている様々なコミュニケーショントラ
ブルが飛び出します。もしかしたら御社内でもお心当たりはございませんか？
同封のボイスクリエーションシュクル「ボイス・スピーチトレーニング研修/印象力
・コミュニケーション向上を図る研修のご案内」をご覧いただき、御社各部署の
コミュニケーションチェックをなさってみてくださいね。

今月のおすすめ講座・イベント

V

-10 歳の印象づくりアンチエイジング声磨き New!!

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
第 2 回働く女性のスピーチコンテスト 7/31 まで募集中
おためしレッスンにお越しください。
「声」=「若さ＆美し
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 さ」のヒミツを知る 1 時間です。お待ちしております。
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 日程 2015 年・7/7(火)・7/17(金) 時間 10：30～11：30
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、 費用 1,000 円/1 回※お早めのご予約を！TEL 048-829-9624
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
声美人の学校☆1 Day スクール
ーチで表しませんか？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
「印象力が驚くほどあがる！声の磨き方･話し方」
日までの様子や昨年参加くださった方の声など楽しい情報をお伝
・7/5(日)・7/25(土) 13：00～17：00
えしていきます。https://www.facebook.com/saitama.speech
参加費 5,000 円(税込) ※無料個別相談特典あり。

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 TEL 048-829-9624
New!!

＜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 4 期』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/

2015 年 6 月 26 日発売！！シュクル代表佐藤恵待望の新刊

「ちゃんと話を聞いてもらえる！声を磨く 22 のレッスン」(秀和システム)「いつも『もう 1 回お願いします』
と聞き返されてしまう」
「怒ってもいないのに『怒ってるの？』とよく聞かれる」そんな悩みをたった 15 秒
で解決できるトレーニング法が満載！購読者限定キャンペーンを来月号でご案内いたします。お楽しみに♪
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6/7【声のスペシャリストへ！第１回声磨き検定】

日本声磨き普及協会による「声磨き検定」が、ついに実施されました。
第 1 回目は 3 級のみの実施でしたが、日頃、声を磨いている声美人さんたちが筆記試験と実技試験
に挑戦！とても緊張感のある良い検定になりました。レッスンで声を磨き、実生活においてもその
成果を感じていらっしゃる皆さんですが、改めて検定という形で学んできたことをアウトプットす
ることで、得意なところや苦手なところ、何よりもご自身の成長を確認できたご様子でした。合否
よりも挑戦することで大きな実りを手にされたようです。合格通知が届いたみなさま、おめでとう
ございました！日本声磨き普及協会では、今後定期的に声磨き検定を実施していきます。
次回は 2015 年 11 月 1 日。3 級と 2 級が実施される予定です。ぜひご参加ください！

～5 月の研修・講演

報告

～

5/13
上尾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！」
5/21
岩槻区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」
5/12,5/19
東京都立王子総合高校 1～4 時間目授業

6 月に声美人コース修了した皆さんに聞きました！
「シュクル声磨きサロンってどんな所？」
・声と一緒に心も磨ける所・絶対に上達させてくれる所・アットホームで心安らぐ所
・女性を輝くように導いてくれる所・ひとりひとりに合わせて向き合ってくれる所など.....
みなさん声美人になって新たなステージでご活躍ください！

～5 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

5/3 【GW は読書タイム】
5/10 【母の日特集】もらってうれしいものは何？母の日の由来
って知ってる？
5/17 【薔薇物語】薔薇を食べると幸せになれる？！薔薇にまつ
わるエトセトラ
5/24 【パーソナルストーンもってますか？】人生の相棒パーソ
ナルジュエリー♬探しのご提案
5/31 【日本シングルマザー支援協会 本山千絵さん】7/18 開催
「シングルマザー・シンポジウム in 埼玉」について
ラジオ番組公式 HP

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

5/10

【働く女性のスピーチコンテスト】どんな人たちが、どん
な内容のスピーチをしたのか等昨年の様子をご紹介
5/17 【働く女性のスピーチコンテスト】昨年社内で導入くださ
った企業様の事例をご紹介。
5/24 【株式会社コマーム 小松君恵代表取締役】20 周年にかけ
など
る思い こころまる～く、地域子育て支援の輪
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？お中元キャンペーン【ブランディン
グサポート 30 万のところ期間限定 20 万円！】(キャンペーンは 7 月末まで)・御社の商品・サービスをシリーズ
でご紹介（例: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

☆今月のお役立ち･ワンポイントレッスン☆ いい声を出すための身体の土台づくり
身体の中心軸を意識してまっすぐに立つことは安定感のある声を出す時にはとても重要です。
うつむき加減だった姿勢が、中心軸がスッとまっすぐになっただけで、ずいぶんと見た目が変わ
ります。またうつ向きこもった声も中心軸がスッキリすると､まっすぐに前にでるぶれない声に変
身しますよ。是非お試し下さいね♪ (佐藤 恵)
【編集後記】 6 月は 7 名の声美人認定者が誕生いたしました。半年のレッスンでみるみる上達していく生
徒のみなさまに、感激しております。修了発表も、堂々としていて自信に満ち溢れていました。今後それぞ
れの方面で活躍する声美人さんたちを、全力で応援したいと思います。(中川)
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