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第２回働く女性スピーチコンテスト、声のチカラを実感！
日時 2015 年 9 月 13 日(日)SAITAMA Smile Women フェスタ 2015 にて。
コンテスト発表 10：20～11：50 書類審査・プレゼンテーション
審査を勝ち抜いた働く女性 14 名(内 1 名棄権)が一人 5 分間のスピー
チを発表いたしました。今年は埼玉県内のみならず東京都､茨城県､
福島県からも参戦。出場者ひとりひとりの、自分自身を見つめた熱
いスピーチでした。飾った言葉ではなく、働く女性が素直に感じた
気持ちを伝える生話は胸に強く響きました。発表が行われたワーク
ショップ会場には、出場者のご家族、会社仲間、お友達、昨年の
出場者 70 名以上の皆様に応援をいただきました。
表彰式 14：05～14：35 昨年以上に大混戦となり、難航した審査
の結果、最優秀賞・優秀賞のほか、急きょ審査員特別賞も授与され
ることとなりました。表彰式最後には最優秀賞カウ･ティさんのビ
クトリースピーチ「夢の懸け橋」の披露が行われました。自分の生
まれた村の発展のため、ベトナムで社長になり、貢献したい。その
夢に向かって努力し続けたい。力強いメッセージは会場が感動の
うずに巻き込まれました。昨年以上に盛り上がり、さらに参加地
域を広げ目指せ､全国大会！を宣言をして、幕を閉じました。ご来
場のみなさま、関係者のみなさま本当にありがとうございました。
これからも声のチカラでウーマノミクスの真のうねりを創ってい
きます！応援よろしくお願いいたします！！

このチャレンジを人生の勲章に！

開催報告 2015/9/16
真剣に耳を傾ける会場内

開催案内 2015/9/11

埼玉新聞経済面に、ダブル掲載！

熱いスピーチを終えて

SAITAMA Smile Women フェスタ 2015
ご来場ありがとうございました！
今年も昨年に引き続き、女性を応援するシュクル声磨
きサロンブースに多くの皆様に足をお運びいただき
ありがとうございました。
「声磨き」に興味を持って
いただき、多くの皆様に認知していただけました。
また今回出展にあたり、シュクルショップもオープン！
カラフルバッグや四季を楽しめるシュクルティーも
おかげさまで好評、女子力炸裂でした。

シュクルガールズ団結の 2 日間！

上田知事いらっしゃいませ♬

法人様向け出張相談好評開催中！ 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
という現状で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。研修ご担当者様のご相談をプロが
じっくりお聞きして、御社のコミュニケーションにおける潜在的な問題を的確に把握し、課題を明確
にいたします。ご希望の日時に伺います。まずはお気軽にお問い合わせください。TEL 048-829-9624

今月･来月のおすすめ講座

※お申込み･お問い合わせは、お電話 048-829-9624 もしくは info@vcsucre.com
ホームページをご覧ください。http://vcsucre.com/

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

声磨きサロンオープンクラス
10 月スタート！

日程･9/26(土)･10/10(土)･10/25(日) 13：00～17：00
受講料 9,500 円(税込) ※無料個別相談特典あり。
http://vcsucre.com/course/experience/

声磨きインストラクター養成講座･資格取得説明会
日程･10/10(土)･10/25(日) 10：00～12：00
参加費 無料 ※無料個別相談あり。

New!!

New!!

チケット制なので気軽に声を磨いて
自分磨きが出来ます(*^^*)
日程 毎週火･木･土 10：30～12：00 開催
受講料 8 回チケット 35,000 円(税別)+入会金 10,000 円(税込)
※まずはおためしレッスン(2,000 円)にご参加を！！
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8 月の活動報告
☆8/7 中小企業応援セミナー in 仙北 『声のチカラで会社は変わる』
花火で有名な大曲にやって来ました‼さぞかし涼しいと思っていたら、埼玉と変わらぬ酷暑
の中、秋田市出身の代表佐藤がコミュニケーションの懸け橋“声･話し方”の磨き方のコツ
とポイントを通じて､商売繁盛＆業績向上のきっかけをお導きしました。んだ、んだ、秋田！
☆8/27 ハローワーク浦和 厚生労働省埼玉労働局委託事業若年者地域連携事業セミナー
『面接官の心を掴む！声の出し方･話し方 Lesson♪』話し方が変わればコミュニケーション
が変わる！目の前の若者達の成功を祈れば、段々熱くなって来ます。面接でいつもの自分
を発揮してもらうためにやるべきこと！これでベストパフォーマンスは間違いなし^_−☆
☆8/5 東松山市倫理法人会 モーニングセミナー 『社長の声の力で会社は変わる』
☆8/19 東村山・小平倫理法人会 モーニングセミナー 『社長の声の力で会社は変わる』
☆8/28 ネクスト･アイズ勉強会 『たった 15 秒で好感度が上がる！声の磨き方･話し方』

～シュクル声磨きサロン開催報告～ 1 Day スクール 8/8,8/22 アンチエイジング声磨き ④8/5 アンチエイ
ジングお試し 8/4 声美人の学校 第 2 期 8/23,練習会 8/9 第 3 期 8/30,練習会 8/9 第 4 期 8/29,練習会 8/2
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。
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/

～8 月のラジオ番組ご報告～

【SAITAMA Smile Women Festa2015 応援企画】
8/2【応援企画第 3 弾！】㈱パソナ岡美穂さん＆林真依さん
8/9【応援企画第 4 弾！】㈱スマートブリッジ西谷社長＆加賀見さん
8/16【応援企画第 5 弾！】女子大生サークル L'Allure の皆さん
8/23【応援企画第 6 弾！】カラフルコンサート実行委員会・丸山いずみ
さん、埼玉県共助社会づくり課共助仕掛け人藤井美登利さん他
NPO 法人の皆様
8/30【応援企画第 7 弾！】埼玉県危機管理防災部消防防災課東健太さん
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
8/2【売らんがためではなく正確かつ中立的な家づくりアドバイスを】
ネクストアイズ株式会社 小野信一代表取締役
8/9、8/16、8/23【真のウーマノミクスのうねりとなれ！】
第 2 回働く女性スピーチコンテスト登壇者決定速報
スペシャル 3 夜連続企画！！
8/30【8 割のビジネスマンが人前で話すことが苦手？！】
ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/genkijirushicompany

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

『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
魅力をプロのインタビューの技でお引き出しします。50 分番組企画制作＆オンエアのほかに、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☆

脳内スクリーンを実況中継する。

先日の働く女性スピーチコンテストでは登壇者は原稿を読むことは NG でした。それは原稿に依存すると、頭
の中は文字で埋められた状態になり、何かの拍子に文字を追い損ねると、何を話して良いのか見失ってしまい
思いが伝わらないからです。原稿に頼らず話をする場合は、語りたいことや語るべきことを、頭の中で映像化
するのが有効です。つまり脳内スクリーンに投影した映像を実況中継するつもりで語るのです。実は日常会話
の中では普通にやっているんですよ。この方法で熱い想いを相手の心に届けてくださいね。 (佐藤 恵)
【編集後記】今年も無事【働く女性スピーチコンテスト】
【SAITAMA Smile Women フェスタ】開催できました。
本当に皆様ありがとうございました。今年はブース運営を任され責任重大でしたが、みんなで団結！イベント
を楽しむこともできました。3 歳の娘もシュクル T シャツを着てお手伝いできました♪(中川)
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