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第 2 回働く女性スピーチコンテスト登壇者決定！
9 月 13 日にさいたまスーパーアリーナで開催される【第 2 回働く女性スピーチコンテスト】の登壇者 13 名が決
定しました。この想いを世の中に伝えたい！という沢山の女性達からいただいた応募の中から、書類審査、プレ
ゼン審査を行い選ばれた熱い女性達です。働くことの意味を問い続ける 20 代、やりたかった仕事をつかんだ 30
代、子育てしながら諦めずに働き続けて走り続けてきた自分を振り返る 40 代、若い頃に置いてきた夢の実現に
向かって羽ばたく 50 代、などなど一人一人のテーマはきっと聴いてくださる
皆さんの心のひだに響くことでしょう。女性の創業や在宅ワークなど、最近
注目を集めていますが、地に足を付けて、会社内の嫌なことも家庭の悲しい
ことも飲み込みながら、普通に生きる女性達の声の発信こそが、流行に踊ら
されない真のウーマノミクスの源だと確信しています。ぶれない軸を持って
生きるしなやかでたくましい女性達のメッセージを一人でも多くの方に届け
たい！是非ライブでお聴きください！！会場でお待ち致しております。

日時 2015 年 9 月 13 日（日）SAITAMA Smile Women フェスタ 2015
コンテスト 11：00～12：00 表彰式 14：00～14：30
当日までの情報は FB ページへ。https://www.facebook.com/saitama.speech

SAITAMA Smile Women フェスタ 2015 にシュクル出展します！
今年も昨年に引き続き、
【SAITAMA Smile Women フェスタ 2015】に出展します。
ブースは「W49」メインステージ左側ライフゾーンです。ピンクの旗が目印です♪

日時：2015 年 9 月 12 日(土)・13 日(日）両日とも 10：00～17：00 ※入場無料
会場：さいたまスーパーアリーナ

詳細 URL：http://smile-women-festa.com/

シュクルブースでは、ボイストレーニング体験会情報、インストラクター資格取得
講座情報、代表佐藤恵の書籍販売、シュクルティー、シュクルバックの販売だけではなく
声のお悩みミニ相談会も行いますよ。ブースお立ち寄りの際には是非お声かけください
ませ。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

無料個別相談会好評開催中！ 8 割のビジネスマンが人前で話すことに苦手意識を感じている
という現状、お客様とのコミュニケーションの懸け橋である【声・話し方】の重要性に気づき、
社内研修を検討されている企業様からのお問い合わせが増えています。そんな研修ご担当者様の
ご相談をプロがじっくりお聞きして、潜在的な問題を的確に把握し、課題を明確にいたします。
30 分無料。ご希望の日時で行います。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL 048-829-9624

今月のおすすめ講座
声美人の学校☆

印象力が驚くほど上がる！

声の磨き方･話し方 1 Day スクール
日程・8/22(土)･9/21(月･祝)･9/26(土)13：00～17：00
受講料 5,000 円(税込) ※無料個別相談特典あり。
http://vcsucre.com/course/experience/

お申込み･お問い合わせは、お電話 048-829-9624 もしくは
ホームページをご覧ください。http://vcsucre.com/
-10 歳の印象づくりアンチエイジング声磨きお試しレッスン
日程 2015 年・8/20(木) 時間 10：30～11：30
受講料 1,000 円/1 回
※お早めのご予約を！TEL 048-829-9624

シュクルショップ☆ My シュクルバッグおひとついかがですか？
スタッフや声美人さんも通勤、通学に活用していますシュクルバッグ(40cm x 35cm)好評販売中です。シュクルバッグ
はじゃぶじゃぶ洗っても色落ちせず丈夫です！いろんな色のシュクルガールを揃えております。スマイルウーマンフェ
スタでも販売しますのでぜひお立ち寄りください。ショップページ http://vcsucre.com/category/blog/salon/
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7 月の活動報告
☆7/9 講師養成講座スタート！ 日本声磨き普及協会がいよいよ認定講師養成講座を本格
スタートいたしました！7/9 第 1 期生の初回講習の日を迎え、新たな可能性の扉を開いた声
美人さんたちが受講中です。声磨きを楽しく広くたくさんの方にお伝えしていくためにも、
講師の養成が急務！日本声磨き普及協会とシュクルは強力タッグを組んで 1 期生の養成を
皮切りに素敵な講師の誕生を応援していきます。
☆7/21 埼玉県中小企業団体中央会主催、第 1 回組合事務局代表者等研修会 第 1 部～『声』
はコミュニケーションの懸け橋～第 2 部「どのように伝えるか？声の磨き方★話し方を学
ぶ」と、2 部構成で、座学だけでなく実際に呼吸をしたり声を出したりしながら声とコミュ
ニケーション・伝わる話し方について、代表佐藤恵が講演しました。
☆7/7,7/14 東京都立王子総合高校 1～4 時間目授業
☆7/30 埼玉県在宅ワークマッチング支援事業ビジネスマッチング交流会

～シュクル声磨きサロン開催報告～ 1 Day スクール 7/5,7/25 アンチエイジング声磨き ①7/15,②7/22,③
7/29 声美人の学校 第 2 期 7/12,練習会 7/5 第 3 期 7/19,練習会 7/11 第 4 期 7/18 他プライベートレッス
ン フォローレッスン、出張レッスンなどが行われました。

～7 月のラジオ

ご出演者

FM78.3MHｚ REDS WAVE インターネットでお聴きいただけます
全世界に発信中♪♪ http://redswave.com/

報告～

7/5【女性の創業を強力にバックアップ】創業ベンチャー支援センタ
ー埼玉 有海様＆池田様
7/12【奄美大島の伝統に触れてみた～い♥】「大島紬糸であんだエイ
子の編衣（あんぎん）展」森エイ子さん
7/19【SAITAMA Smile Women Festa2015 応援企画第 1 弾！】埼玉県
産業支援課 荏原美恵様＆鹿嶋信也様
7/26【SAITAMA Smile Women Festa2015 応援企画第 2 弾！】創業ベ
ンチャー支援センター埼玉 CoCo オフィス
毎週日曜日 12：00～12：55 再放送 毎週水曜日 10：00～10：55

ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/s.s.sucre
7/5【全国第 2 位の出産数を誇る！】有限会社愛和メディカルサービス
藤田博子代表取締役
7/12【埼玉の朝が熱い！第 7 回埼玉ベンチャーピッチ】デロイトトー
マツ森貴文様＆石山彰様
7/19【100 歳までピンピン歩ける幸せな社会を目指す！】一般社団法
人足育研究会 高山かおる代表＆理事吉田圭様
7/26【写真×ＩＴで変わるライフスタイル！！】株式会社フォトクリ
エイト 大澤朋陸代表取締役社長

毎週日曜日 21：00～21：55 再放送 毎週木曜日 10：00～10：55

FM ラジオ出演で
御社を
ブランディング

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

『世界に誇る！元気印カンパニー』は FM78.3MHz REDS WAVE 毎週日曜日 21：00～21：55 (再放送:毎週木曜日
10：00～10：55)の中小企業応援ラジオ番組♪社長様にご出演いただき、パーソナリティーとのトークのやりと
りを通じて、御社の生いたち、事業内容、地域への貢献、今後の展開など御社をまるごとフォーカスする 50 分。
御社の魅力をプロの技でお引き出しします。50 分番組企画制作のほかに、同録音声パケも PR 用に編集いたしま
すので「社長の顔が見える会社像」のブランディングにお役立てください！シュクル通信ご覧いただいている
企業様には 15 万円のところ 7 万円(税別)でご提供させて頂きます。お気軽にお問い合わせ下さい。
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☆

口の中の空間づくりでモゴモゴ解消！

留守番電話に録音されたメッセージを聞き直して「わあ、聞き取りにくいモゴモゴした嫌な声」とがっか
りなさる方がとても多くいらっしゃいます。これは口の中の空間が小さくなっているために響きが押さえ
られ、声が響かずくすんでしまうからです。頬をふくらませたりへこませたり、舌先で左右の頬を内側か
ら押し出したりしながら口内の空間を広げてみましょう。口の中の蜘蛛の巣払いが出来たみたいに口の中
がスッキリしてモゴモゴ感もとれていきますよ。是非お試し下さいね！(佐藤 恵)

【編集後記】SAITAMA Smile Women フェスタが近づくと思い出すこと。子育て真っ最中だった 2 年前､
以前読者モデル取材でおじゃましたシュクルブースに遊びに行き佐藤先生と再会。これがきっかけで
今はシュクルスタッフとして、フェスタ 2 回目の運営を任されています。出会いに感謝！(中川)
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