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【今月のなぞかけ】「声磨き」とかけて「梅」ととく､そのこころは「美しいウグイスはつきものです♪」

待望のオンラインスクールが 3/2 リリース！
信頼＆魅力がアップする話し方をインストールできると熱い支持をいた
だく「声美人の学校」
、待望のオンラインスクールをリリースしました。
「英国インペリアルダンス式シュクルメソッド」ボイス・スピーチ
トレーニングのエッセンスを約 5 時間半、30 余コンテンツに凝縮。いつ
でもどこでも手軽に声のチューンナップが可能になりました。今までは、
なかなか学校に通えずに声磨きを断念していたという方も、教室にいる
ような感覚でレッスンを受けることができます。実践的なトレーニングが
盛りだくさんで、即効性があり、明日からの業務にお役立ていただけます。
毎日続ければ、良い呼吸でお腹周りやフェイスラインもすっきりと！
（本校通学コースは女性限定ですが、オンラインなら男性も受講可能です
から是非ご参加ください♬）
自分の想いを上手に伝えられるかどうかがコミュニケーションにおいて
大きな意味を持つ中で、重要なことは、大きな影響力を持つ「話し方」
「見せ方」の実践的なトレーニングプログラムを通じて信頼＆魅力アップ
できるスキルを体得することです。これを完全にインストールできれば、
人前でのあなたの喋りはもう怖いもの無し！
さあ、声美人の学校オンラインスクールで信頼＆魅力がアップする話し方
をインストールしてあなたの人生をステップアップさせませんか。

鶴ヶ島市健康声磨き講座

社内研修問合せ・講演依頼が
新年度に向けて急増中！

シュクル声美人さんたちの
今年のステージはチェロとの共演
シュクル声磨きサロンで学んだ有志の皆さんが日頃の練習の成果
を披露し、地域社会に貢献する【声磨きの会】。今年は、声磨き
クラス受講生のチェロ演奏家さんがジョイン、とても楽しみです。
童話の世界とチェロの調べが織りなすハーモニーを心のひだで
じんわり味わっていただけましたら幸いです。皆様のご来場を
お待ちいたしております。入場は無料です。

チェロの調べと童話の世界
日時 3 月 6 日(日)
時間 14：00～14：30
場所 コムナーレ 10Ｆ多目的ホール
第 4 回コムナーレフェスティバルにて
入場は無料です。

シュクル通信をご覧いただいた方には
定価 59,800 円(税込)を
49,800 円(税込)でご提供します！
お問い合わせは 048-829-9624 まで。

今年の旬な社内研修をご紹介しましょう。
【女性活躍研修パッケージ】
4 月からスタートする女性活躍推進法施行の風を受け、
組織活性化や優秀な人材を確保するためにも、女性に向けた
スキルアップ・モチベーションアップ機会の提供が急務。
さらには継続的な支援には男性上司の意識改革も必須。
ひとつのテーマを様々な階層にアプローチします。
【新入社員向けプレゼンスキルアップ研修】
一通りのビジネスマナーを学んだ後に、社会人として
しっかり人前で話せるスキルを身につけさせ、会社の顔として
一日も早く戦力になれるように！入社半年後以降が効果的です。
新年度は声のチカラで社内を元気にしたい企業様からの
お問合せをお待ちいたしております！（048）829-9624

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・3/12(土)・3/21(月･祝) 13：00～17：00
講師 弊社代表 佐藤 恵 受講料 5,000 円(税込)
※3 月は春よ来い！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：3/17(木)・3/22(火) 10：30～12：00
受講料 2,000 円(税込) 講師 宇賀神 正子

「売上＆魅力アップボイスのつくりかた」無料説明会
ビジネスで成功したいならＭＢＡを取得しているより
話し方が収入を大きく左右する時代がやってくる、
と日本を代表するマーケッター神田昌典氏が予言。
ネット配信により、誰でも簡単に映像・音声を扱える環境が整い、
一瞬にして全世界に自分の想いを伝えることができる今だからこそ、
話すことが大きな影響力を持ち始めています。
前代未聞のシークレットプログラムを乞うご期待！
コーチ、コンサルタント、セミナー講師等、
コミュニケーション型ビジネスの方におすすめです。

日程：3/4・3/10・3/11 いずれも 14：00～16：00
講師 弊社代表 佐藤 恵 受講料 無料

※お申込み･お問い合わせは、お電話 048-829-9624、または、メール info@vcsucre.com までどうぞ。
ホームページをご覧いただくと詳細がわかります。 http://vcsucre.com/
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2 月の活動報告
☆2/4
埼玉県宅地建物取引業協会川口支部 50 周年記念式典司会：(川口フレンディア)
東京都中小企業振興公社
☆2/5
東京都中小企業振興公社主催被災県等中小企業ビジネス革新支援事業
～大手企業Ｒ＆Ｄ参入支援プレゼンテーション研修「心を掴むプレゼンテーション術」～
（東京都内・福島・宮城・岩手から参加の中小企業に向けて、御茶ノ水ソラシティにて）
☆2/8 埼玉県産業振興公社フォース 21 分科会研修「社長のプレゼンスキルアップ」
☆2/9 国際ロータリー第 2770 地区八潮ロータリークラブ卓話
「社長の声のチカラで会社が変わる」
大宮シティクリニック
☆2/10 日本アロマ環境協会会員向け講演「好感度が上がる話し方」
（ＴＫＰ大手町）
☆2/6,13,27 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！」(大宮シティクリニックにて)
☆2/9,16,23 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」
☆2/25 埼玉県ヤングキャリアセンター「面接官の心を掴む！！声の出し方･話し方レッスン」
（ハローワーク浦和・就業支援サテライトセミナー室にて）
☆シュクル声磨きサロン開催報告
働く女性スピーチ
・1 Day スクール 2/28 ・声磨きサロンお試し 2/25
コンテスト上映会
・声美人の学校第 5 期 2/7 ・声磨きクラス 2/2,4,16,20,23
・講師養成講座 2/22,29
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。
☆2/11 第 2 回働く女性スピーチコンテスト上映会

＜1･2 月のラジオ番組主なプログラム紹介＞

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！！

毎週日曜日 12：00～12：55 再放送 毎週水曜日 10：00～10：55

1/31【頑張り女子へのホットなご褒美♬ ～ホットワイン～】
(株)与野フードセンター井原實代表取締役社長様＆渡辺学さん
2/7【働く現代女性の心に響くスヌーピーの格言】
メットライフアリコが実施したアンケートから
2/21【自分のイメージをつくる】
一般社団法人イメージプロデュース協会代表工藤亮子さん
など
ラジオ番組公式 HP https://www.facebook.com/s.s.sucre
1/31【会社の顔として送り出す前にブラッシュアップ！】
パーソナルトレーニング導入の Before ＆ After
2/7【ホームページは要らない？！】

（株）コンサルタントラボラトリー執行役員、中里誠さん
2/21【第 2 第 3 の下町ロケットを探せ！】
ものづくり現場のマッチング支援 など
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 ラジオで
商品・サービス
を PR しま
せんか？

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特別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☆

視線はしっかりコントロール！

「目は口ほどに物を言う」ということわざがあるように、目には感情が表れています。相手は視線から､こちら
のいろいろな感情を読み取ります。視線が泳いでいたり、下を向き続けていたら、
「この人は自信がない」と
映るでしょう。どんなにいい内容でも、聞き手に不安感を与え、説得力に欠けてしまいます。あなたの話を
聞いてもらえるか否かにおいて、視線はとても重要ですよね。だからこそ視線を野放しにしていてはいけない
のです。シュクルメソッドのアイコンタクトトレーニングで視線の動きに注意が払えるようになれば、次第に
恥ずかしさや照れくささも払拭され、状況に合わせて視線をコントロールできるようになりますよ。(佐藤恵)
【編集後記】春の訪れとともに今年は多いと言われている「花粉の季節」がやってきます。私も目がしょぼしょぼ、
鼻はぐしゅぐしゅ。そんな時の強い味方がシュクルオリジナルハーブティー「春の味」！お喉にやさしいマローブルー
と鼻がスッキリするスペアミントがはいっているので、おすすめ！サロンで販売中です。ぜひご愛飲ください。 (中川)
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