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おかげさまでシュクル声磨きサロン 3 周年
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～代表佐藤恵から応援くださる皆様へ～

（株）ボイスクリエーションシュクルが運営する「シュクル声磨きサロン」は、10 月 1 日をもちましてオープン 3 周年
を迎えることが出来ました。これまで多くの方に愛され、地元浦和に根差したスクールとなれましたのも、ひとえにお
引き立てくださいました皆様方の温かなお支えの賜物と深く感謝いたしております。
最近の女性は仕事はできるし、オシャレもお上手。それなのに声・話し方に自信を持てずに今一歩前進できずに不完
全燃焼のままでいる優秀な女性たちがたくさんいらっしゃる、このもったいない現状を何とかしたい。女性活躍という
文字が独り歩きする中、自己表現のツールを磨き、自信を持って前進していけるよう、声のチカラで女性達の背中を押
して差し上げられることを提供したい。そんな思いを込めて創業 4 年目に念願のスクールをつくりました。
この原動力となっていたのは、13 年間の海外生活での様々な経験でした。自分を高めるために不可欠な自己表現とコ
ミュニケーションの大切さ。小さいころから学校教育の中でも家庭でも育まれていく諸外国の声・話し方。その一方で
書き方教育は小学校入学と同時に始まり、作文、感想文、論文と年を重ねるごとにスキルアップして一人前に育ってい
くのに、話し方を教えてくれるプログラムが無いという日本の言語教育の盲点と偏り。さらに、パリで出会った年を重
ねたマダムの、若い者に媚び諂うことのない凛とした声。「声は目に見えない履歴書だ」と全身で感じた瞬間。あれか
ら声・話し方への飽くなき探究はまだまだ道半ばです。大勢の皆様を前にお話させていただく機会も多いのですが、こ
れも浦和の街の小さなスクールで一人一人のお悩みに丁寧に向き合っているからこそ、大勢のニーズにお応えできる研
修・講演が出来るのだと確信しております。
ビジネスにもプライベートにも欠かせないコミュニケーションの架け橋「声・話し方」
ですが、これからは声のチカラで介護予防の分野でも貢献して行きたいと存じます。
声のチカラの可能性を信じて一緒に走ってくれる素晴らしい社員達とともに、
老若男女みんなが元気にハッピーになれる社会実現に向かって進んでいきます！
今後とも一層のご愛顧、ご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
声のチカラで世界を元気に！
（株）ボイスクリエーションシュクル代表取締役/シュクル声磨きサロン代表

佐藤 恵

＜オープン 3 周年を記念し、日頃の感謝の気持ちを込めて「ありがとうキャンペーン」を実施しています！＞
①既習声美人さん＆プライベート受講者様のフォローアップレッスン 30 分無料でプレゼント！
②声の磨き方・話し方 1 Day スクール通常価格 9,500 円が 3 周年キャンペーン価格 5,000 円で受講可！
③声美人の学校・声磨きサロンチケットクラスにご入会の皆様にお好きなシュクルバッグをプレゼント！
（キャンペーン期間は 11 月 30 日まで）お問い合わせ･お申し込みは､お電話 048-829-9624 メール info@vcsucre.com

【声磨き体験診断】声を磨くのは今がチャンスです！

A.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･10/25(日)･11/7(土)･11/22(日) 13：00～17：00
受講料 5,000 円(税込) ※キャンペーン価格
http://vcsucre.com/course/experience/

B.声磨きサロンおためしレッスン
開催日・10/24(土)・10/27(火)・10/29(木)
10：30～12：30 受講料 2,000 円(税込)

C.・代表佐藤著書

・iPhone アプリ

【たった 15 秒で好感度があがる声の磨き方･話し方】
(KADOKAWA 中経出版) ※CD 付き
【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) ※動画配信中
iPhone アプリ『声磨きサロン～声美人コース～』
※録音機能付き

D.30 分無料個別相談会
声･話し方のお悩みのご相談をお聴きし課題を明ら
かにします。ご都合の良い日時を何日か候補いただ
きまして調整いたします。参加費は無料です。
※お申込み･お問い合わせは、お電話 048-829-9624
もしくは メール info@vcsucre.com
ホームページをご覧ください。http://vcsucre.com/
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9 月の活動報告
☆9/19 株式会社シルバーホクソン様介護職員向け研修
『声のチカラで介護を変える！利用者様やご家族の信頼感を高める声の磨き方・話し方』
☆9/3 本庄市倫理法人会 モーニングセミナー 『社長の声のチカラで会社が変わる』
☆9/15 桶川市倫理法人会 モーニングセミナー 『社長の声のチカラで会社は変わる』
☆9/8.29 東京都立王子総合高校 1～4 時間目授業「ボイス・スピーチトレーニング」
シュクル声磨きサロン開催報告～ ・1 Day スクール 9/21,9/26 ・アンチエイジング
声磨き①9/3②9/16 ・声磨きサロンお試し 9/15,9/24,9/29・声美人の学校 2 期 9/27
練習会 9/5 第 3 期練習会 9/19 第 4 期練習会 9/19 他プラチナレッスン、
・講師養成講座 9/2,9/17,9/30、プライベート、フォローレッスン、出張レッスンなど
が行われました。

☆9/19
☆9/27

働く女性スピーチコンテスト打ち上げ
戦友たちが集いました。
声美人の学校Ⅱ期 修了パーティー 声美人認定カンパーイ♬

☆9/27

声美人の学校Ⅱ期 修了新たに 3 名声美人認定いたしました。

今後はプラチナコースでＭＣ、ナレーション等新たな分野に挑戦！
磨いた喋りのスキルアップを乞うご期待！！

声のプロがこだわる特製ハーブブレンド
「今月のシュクルティー」
ホルモンバランス調整におすすめ
☆オレンジピール
☆アップルピール
☆レモングラス
☆セージ
☆ローズマリー
☆ローズヒップ

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/
11/8 から聴取エリアがさいたま市全域に広がります！

＜9 月のラジオ番組主なプログラム＞

【SAITAMA Smile Women Festa2015 応援企画】
9/6【応援企画第 8 弾！】埼玉県産業労働部参事兼産業支援課長の
正能さん＆フェスタ担当主幹の荏原さん
9/20【応援企画第 9 弾！】埼玉県産業労働部産業支援課の
鹿嶋信也さん＆山田夏美さん
9/27【第 2 回働く女性スピーチコンテストのご報告特別企画！】

ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/s.s.sucre
毎週日曜日 12：00～12：55 再放送 毎週水曜日 10：00～10：55

9/6【健康・ヘルスケア分野に広がる声磨きの可能性】
9/13【スピーチコンテストを女性活躍研修にしよう！】
9/27【世界 NO.1 のシャーシシステムメーカに！】
株式会社エフテック 福田祐一代表取締役社長
毎週日曜日 21：00～21：55 再放送 毎週木曜日 10：00～10：55

FM ラジオで
商品・サービス
を PR しませ
んか？

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

『シック、すっく、シュクル』は毎週日曜の浦和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オトナ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 PR しませんか？只今シュクル声磨きサロン 3 周年記念のキャンペーン中、ラジオＰＲサポートサービ
スをすべて半額でご提供！(11 月末まで)御社の商品・サービスのご紹介（例：コーナーご出演、レポート、生Ｃ
Ｍアナウンス、）企画制作から同録音声の活用の仕方のフォローアップまで、ラジオ屋シュクルが長年の経験をも
とにＰＲサポートをいたします。公共電波での露出にご興味ございましたら、まずお気軽にお問い合わせください。
ご予算に合わせて柔軟にご提案いたします。TEL 048-829-9624 メール info@vcsucre.com

10/31(土) 第 2 回働く女性スピーチコンテスト上映会＠ハロウィーンナイト♪
第 2 回働く女性スピーチコンテストの本選の様子をビデオで上映いたします。ハロウィーントリートをつまみながらいつ
もと違ったシュクル声磨きサロンで上映会と秋の夜を楽しみませんか？【日時】2015 年 10 月 31 日(土)18：00～21：00
【会費】3,000 円【ドレスコード】ブラックかオレンジ！仮装大歓迎！TEL 048-829-9624

☆今月のお役立ち･ワンポイントレッスン☆

完璧主義からの離脱宣言！！

話す内容を原稿にして準備は完璧なのに、本番になると途端に緊張して頭が真っ白になって、声が震え、足まで
震えてしまう。多くの方が、こんな悩みをお持ちです。こうしたケースは、一言一句間違わずに原稿の内容を言わ
なくちゃ。。。と、ご自分の語る内容に完璧さを求めているんですね。しかし、ちょっと考えてみてください。あな
たが作成した原稿の内容は、あなたしか知りません。話す順番がちょっとずれても、てにをはが違ったとしても、
誰も気づきませんよ。暗記試験ではないので、
「～ねばならない」とご自身にかけているプレッシャーを解いてあげ
ると、人前に出ても気持ちが楽になりますよ。いい加減で！完璧主義からの離脱宣言をしましょう！！(佐藤 恵)
【編集後記】イベント時に「声磨き」ってわかりますか？とご興味いただいた方にお声がけさせてもらいました。ほとん
どのお客様が？なんでしょうという感じでした。
「ボイストレーニング」
「話し方教室・スクール」などとお話しています。
日常に当たり前に「歯磨き」をするように「声磨き」も当たり前な社会になったらいいなぁと思うこの頃です。(中川)

㈱ボイスクリエーションシュクル〒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
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