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女性活躍推進法施行で必須の声のチカラ
昨年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律（女性活躍推進法）
」が制定されました。これ
により、平成２８年４月１日から、労働者３０１人以
上の企業（15,000 社）は、女性の活躍推進に向けた行
動計画の策定（採用率、労働時間、勤続年数、管理職
率など）が新たに義務づけられることとなります。
女性活躍推進法が成立したことで、これまでにない
スピードで女性たちが管理職に登用される時代がやっ
てきます。既に大企業ではこうした動きが始まってい
ます。１年後の課長昇格試験を見据えて声・話し方の
コンプレックスを解消して自信をもって面接試験に臨
もうと昨年 4 月に弊社の声美人の学校に入学なさった
生徒さんに、予定前倒しで昨年 12 月に昇級の機会が
到来。急遽面接対策を行い、本来の実力を発揮でき、
無事に役員面接を突破することができました。

筆記試験で同レベルの場合、やはり決め手になるの
は面接での印象です。
この人なら任せられる！何か他の人とは違う！
男性経営陣にしなやかでたくましい印象を与えるため
に、心配りを持ちながらも臆することなくインパクト
のある話し方は必須。今後こうした動きの中で会社と
して女性管理職候補者育成もカギになるはず。
企業内の女性の活躍推進をテーマに埼玉県経営革新
計画の承認を受けたシュクルならではのアプローチを
お楽しみに！

鶴ヶ島市健康声磨き講座
働く女性の生の声を！働く女性スピーチコンテスト上映会を開催します！

2015 年 9/13(日)にさいたまスーパーアリーナのスマ
イルウーマンフェスタ内でおこなわれた弊社企画運営
の【働く女性スピーチコンテスト】本選の様子をビデ
オで上映いたします。プロに映像撮影をお願いいたし
ました。コンテスト当日観覧できなかった方はもちろ
ん、もう一度あの感動を味わいたい方、働く女性のス
ピーチに興味のある方、今年出場を考えている方は是
非足をお運びください。また御社に女性のスピーチコ
ンテストを女性活躍研修として導入をお考えの経営ト
ップの皆様も必見です。お待ちしております！！
【日時】2016 年 2 月 11 日(木･祝) 14：00～16：00
【会費】500 円（シュクルオリジナルティー付）
※お越しになる方は前日までにご一報ください。
電話 048-829-9624 、メール info@vcsucre.com

【1 社に 1 本、プレゼンのバイブルに】
第 2 回スピーチコンテストのすべてが収録された
ブルーレイが完成。スピーチトレーニングを受けて臨
んだ登壇者 13 人のそれぞれのスピーチスタイルは
様々なテクニックが盛り込まれ、聴衆の心をくぎ付け
にしたパワーとエネルギーに満ちています。社員様の
プレゼンのお手本として学んでいただけます。
また大舞台に挑む女性たちの
姿を目にすることも
女性活躍研修の一環として
大変有効です。
・120 分ブルーレイ
・定価 9,800 円(税込)

今月のおすすめ講座
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・2/28(日) 13：00～17：00 講師 弊社代表 佐藤 恵
受講料 5,000 円(税込)
※2 月はバレンタインキャンペーン価格(通常は 9,500 円)
http://vcsucre.com/course/experience/

声磨きサロンおためしレッスン
開催日・2/16(火) 10：30～12：30
受講料 2,000 円(税込)
講師 宇賀神 正子
※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/

法人向けパーソナルトレーニングパック
忙しい社員様を決めた日に集めることが困難で研修開催を
躊躇している企業様向けにパーソナルスピーチトレーニン
グが始まりました。個人レッスンだからピンポイントでブ
ラッシュアップ！最大の効果が期待できます！！

・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
【声磨きサロン～声美人コース～】iPhone アプリ
※録音機能付き
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1 月の活動報告
☆1/4

マルキュー株式会社様：新年大会講演「声のチカラで会社は変わる！」
(全社員様１２０人参加、マルキュー株式会社本社にて)

☆1/13

埼玉県共助社会づくり課主催：「活動内容がすっきり伝わる話し方スキルを身につける」
（埼玉県内 NPO 法人 24 団体参加、浦和コミュニティセンターコムナーレにて）
☆1/23,30 医療法人大宮シティクリニック社員接遇研修３回シリーズ
「声のチカラでワンランクアップのホスピタリティーを目指す！」
(20 人×2 チーム、大宮シティクリニックにて)
☆1/12,19 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」
みんなで制作したボイストレーニングかるたで新春かるた大会！
～シュクル声磨きサロン開催報告～
・1 Day スクール 1/10,1/31 ・声磨きサロンお試し 1/21
・声美人の学校第 4 期 1/9・声磨きクラス 1/7,14,23 ・講師養成講座 1/20
その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。
☆1/9 声美人の学校Ⅳ期 修了 新たに 3 名が日本声磨き普及協会認定ボイスマイスター取得！

ボイスマイスターが 3 名誕生いたしました。修了パーティーをココリコ浦和にて開催。

＜1 月のラジオ番組主なプログラム紹介＞

マルキュー株式会社様

埼玉県共助社会づくり課

王子総合高校かるた大会

FM87.3MHｚ 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、11/8 から周波数が変わりました。

聴取エリアがさいたま市全域＆周辺エリアに！！
1/3

12：00～12：55
再放送 毎週水曜日

1/17 【かるたになったボイストレーニング】他オンエア

毎週日曜日

10：00～10：55

ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/s.s.sucre
1/3

毎週日曜日

21：00～21：55

FM ラジオで
商品・サービス
を PR しませ
んか？

【2016 年は自宅に居ながら声磨きを！】

シュクルの 2016 年最初の目標は「オンライン講座で通いたいけ
ど通えない人たちが自宅に居ながらボイストレーニングができる
環境をつくること」
。新年早々、声美人の学校の全内容を完全収録、
10 時間以上にも亘る収録現場をリポート。
（※オンライン講座は近日リリース。後日お知らせいたします。
）

【活躍祈願・喋りのシークレットをラジオ初公開！】

社員様向け研修にも経営者団体様向けにも「知られざる声のチ
カラ」シリーズは人気の高いコンテンツです。依頼を受けた研
修・講演でしか伝えていない「ちゃんと話を聞いてもらえる」喋
りのシークレットを初公開。
（※聞き逃された方のために「新春・喋りのシークレット大公開」
は只今音声準備中です。後日お知らせします。）

再放送 毎週木曜日

1/17【女性活躍推進法施行で必須の声のチカラ】他オンエア

10：00～10：55

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

ラジオ番組にご出演なさって、商品・製品・サービス・ご著書を宣伝しませんか？プロのインタビューの技でそ
の魅力をお引き出しします。公共のメディア実績で信頼ブランドの構築を！従来の広告媒体では反応率が上がら
ない、とお考えでしたら、リーズナブルな価格で PR できるラジオとのクロスメディアが有効です。さらに、ご出
演の音声はコンテンツとしてご利用いただけますので、販促 PR の優秀な営業マンが一人増えたようなもの！
聴取エリアが 11/8 よりさいたま市＆近郊に拡大、約 320 万人のマーケットが見込めます。インターネットでは全
世界に配信されます。シュクル通信をご覧いただいている皆様にはキャンペーン価格でご提供させて頂きます。
ご興味ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
（ラジオ制作部）

☆今月のお役立ちワンポイントレッスン☆

ぶれない声はお腹で支えるいい声

ぶれない安定感のある声を出すためのポイントが２つ。①まずリラックスした喉で声を出しましょう。
「あくび喉」で発せられた声は、自分に負担がかからず、聞く側にも心地よい音として感じられるものです。
②声を届けるポイントを明確に決め「そこに向けてしっかり声を出す」という意識で、まっすぐ前に吐く息
に声を乗せていくと、芯のある、引き締まった声が前に伸びていきます。声のベクトルを意識しましょう。
その時支えるお腹が締まっているのを感じてください。これでお腹で支えるいい声がでますよ。(佐藤恵)
【編集後記】 今年はオリンピックイヤー！スポーツ観戦はお好きですか？私はプロ野球、J リーグ、テニス、相撲など
日常にわくわくとドキドキを与えてくれるのでいつも興味津々。昨年ブレイクしたラグビー五郎丸選手、そして先日
優勝した琴奨菊関の成功へのルーティンは日常の業務にも取り入れ実践していきたいものですね。(中川)
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