おかやま知恵袋塾が善男善女にお贈りする

講演会 ・ 研修会 ・ セミナーのご案内

あなたを本気で輝かせます！
「おかやま知恵袋塾」 は、 松井鈴江塾長の長年の
経験 ・ 実績 ・ 生活の知恵に新しい感性を加味
して、 「感謝と思いやりの心による幸せづくり」
を理念に掲げた人生指南塾です。

Before

少子高齢化、 IT 化、 国際化が益々進展し

After

社会が大きく変化し、 ライフスタイルや価値観
が多様化する中、 私たちがお届けするユニーク
な講演 ・ 講座等を通じ、 感動 ・ 感激 ・ 新たに
生まれる喜びが、 あなたの充実したライフプラン作り
に貢献し、 「晴れの国」 の未来を明るく照らします。

知っておきたい
ビジネスマナー

女子力UP！
テーブルマナー

魅力的♡な講座がたくさん！！
子育てママ
おうえん講座

シニア世代の
ハッピーライフ講座

今を元気に！未来を明るく！

おかやま知恵袋塾
携帯サイトは
こちらから
アクセス！
http://www.miyabi6.co.jp

女性会・女性部向け

厳選講座

商工会、法人会、各種団体の女性部会から、婦人会、
地域、企業、サークルまで幅広く対応できる人気講座
です。
人生を前向きに生き、身も心も洗練された女性づくり
を応援します。

２時間で好感度がグーンとUP！
選ばれる女性のエレガントマナー
とハッピーコミュニケーション術
素敵なマナーとコミュニケーション術を身につけ、
良好な人間関係を築くことで、誰からも愛される
人になり、人生が大きく好転します。

あなたの『とっておきカラー』
は何色？あなたを魅せる
パーソナルカラー

あなたをもっと、もっと素敵に
魅せる！和の心・和の作法・和食
のテーブルマナー

いざという時に役立つ！差がつく！
人間関係を円滑にし、絆を深める
「冠婚葬祭」のしきたりとマナー

好きな色を身につけると気持ちが弾んでモチ
ベーションが上がります。その色があなたの肌質
に合う色であれば、人から見ても美しく見えます。
似合う色を見つけ人生を輝かせましょう！

和の所作は難しい、和食のマナーは苦手。。。
しかし、それらの合理的な意味を一つずつ理解
すれば、粋な振る舞いも自然に身に付き、凛と
美しく輝き品格が増します。ホテル及び旅館等が
会場になります。洋食のマナーにも対応できます。

ビジネスでもプライベートでも冠婚葬祭は付き物で、
急な対応が必要なケースも多々あります。正しい
知識と基本のマナーがあれば安心で、しかも絆が
深まります。

簡単・安価・効果適面！
愛される女性の一流の
セルフプロデュース術

あなたは家事がお好きですか？
女性にとって最高の「自分磨き
の場」は家の中にある！

生きることは食べること！
「賢い食卓・楽しい食卓」から発信
するハッピーライフ♡ストーリー

あなたの心の鏡はいつも綺麗ですか？男性の
視線は意外にこんなところに注がれています。
「チョイモテ女子」が常に心掛けている素敵な
習慣を伝授します。

家族に団らんと言えるものがありますか？家族
間に基本的なあいさつがありますか？食卓は
きれいですか？家庭と家事は究極の「女磨き」
であり、幸せ探しの場です。

世界一飽食の国・美食の国の貧しい食卓の現状を
把握し、賢くて楽しい食卓づくりに励み、家族の
ハッピーライフスタイルを美しく描きます。

働く女性
応援講座

女性として、妻として、母として、そして
ビジネスウーマンとして、女性には沢山
の役割があり、大変です。
そんな女性に勇気と希望を与える
とっておきの講座です。

これだけは押さえておきたい！
働く女性の「お仕事マナー」の
基本と応用
お客様に喜んでいただき、スタッフ同士とも、良好な
人間関係を築くためには、知識やスキルが必要です。
全ての仕事に応用できるマナーの基本を習得します。

お客様の心をグッとつかむ！
接客・接遇に携わる人の
ビジネスマナー

接客サービスの基礎の基礎！
お客様への「第一印象」を劇的に
好転させる魅せ方・話し方

もっと、もっと素敵に輝いて！
ビジネスを大成功に導く
「自分ブランド」の作り方

接客の仕事は人と人との交わりで、千差万別
です。そしてお客様も千差万別です。それぞれ
に相応しい対応ができる、スキルと知識を身に
つけて頂きます。 ※職種、受講者の立場・
経験年齢等により内容を提案いたします。

なぜかお客様に好感をもたれる人、また会いたい
と思われる人が、常に心掛けていることには、
５つの共通のポイントがあります。
実践を交え楽しく習得してください。

「顧客満足」から「顧客喜び」を追求した、究極の
人間力アップ講座です。ビジネスにもプライベート
にも、あらゆる面で応用が効き人生が好転します。

仕事は全て、「聞くこと」
「話すこと」から！
相手の心に響くワンランクアップ
の聴き方・話し方

小さな出会いも大きなビジネス
チャンス！元ホテルマンが伝授
する人脈の築き方・活かし方

これでもう大丈夫！心に響く
電話対応の心得とマナー
オフィスでも家庭でも、電話は心の通信の玄関です。
耳心地の良い「笑声」は聞く人の心に安心と信頼を
抱かせます。電話を受ける際の心得、かける時の
マナーのお話です。

「話し上手は聞き上手」。相手の信頼を得る、
好感の持てる聴き方と話し方を、プロの司会者
が演習を交えわかりやすく伝授します。

デキる女は「袖振り合う縁もモノにする」。
ビジネスは全て人と人とで成立します。女性
ならではの視点で、ちょっとした出会いも活かし
幅広い人間関係を築きます。

人生を前向きに・・・
セルフカウンセリングセミナー

気になる色がありますか？
心と向かい合うカラーセラピー

コツを掴めばもう安心！
上がらず喋るトークレッスン

エコグラムテストを行い、自らの思い癖や、
気持ちの隔たりを自己確認することにより、
メンタルブロックをはずして、前向きな気持ちで
心豊かになるためのセミナーです。

今あなたが気になっている色は、現在の
あなたの心情と深い関わりがあります。
一つ一つの色には意味があります。色を
通して自分の心をほどき、色と楽しく向かい
合っていきましょう。

乾杯を頼まれたり、司会や朝礼のスピーチなど、
人前で喋る機会は意外に多いものです。喋るの
が苦手な人も、あがらないコツを知ればもう安心
です。プロ司会者が伝授します。

店舗のサービススタッフ及び
女性司会者派遣いたします

ホテル・旅館・飲食店、販売店等にサービススタッフを派遣いたします。
結婚式、各種イベント等の女性司会者を派遣いたします。
※ 人材派遣業
厚生労働大臣許可 般33-300194
※ 民営有料職業紹介業 厚生労働大臣許可 33-ユ-300119

子育てお母さん応援講座
将来「思いやりのある子」に育てたい
と願うお母さんたちに、素敵なマナーを
身につけて頂き、家庭や地域で発揮
して頂きます。

中高年齢者
生きがいづくり応援講座
日本は、世界屈指の長寿国になりま
したが、幸せ度は高くはありません。
長生きを競うより、生きがいのある
心豊かな生活を応援します。

大好評！ 開催中の講座

子は親の背中を見て育つ！
自分も輝き子どもにも
教えたい、躾に役立つマナー

子どもにとっては、これが一番！
「夫婦円満」の秘訣と
「家族団らん」の作り方

マナーの基本、社会生活・人間関係・生活習慣・
言葉遣い・食卓のマナーなど躾に必要な多彩な
マナーを習得し、ますます輝いてください。

お宅の夫婦仲はいかがですか？子育てに必要な
事は、夫婦が仲の良いコミュニケーションをとり、
団らんがあり、常に同じ方向を向いていること
です。

人生100歳、二毛作時代到来！
まだまだやれるぞシニア世代！
もうひと花咲かそうよ

輝け！トキメキ世代！
「不安」を「安心」に、「高齢期」
を「幸齢期」にする心構えとは？

趣味も大切、終活も大切。でも元気なうちは、
今までの経験や生活の知恵を活かし、次世代
に語り伝える社会貢献も大切です。

長寿社会は裏を返せば世界が経験した事のない
高齢社会で、不安や心配が多々あります。いかに
不安を安心に変え、心豊かな生活を送るか、
その秘訣を探ります。

ヤングからトキメキ世代の女性に大好評いただいております講座です。
ご連絡いただければ、次回開催のご案内をお届けいたします。

淑女のたしなみシリーズ

バラ色未来創造講座

大人の女性を対象にした、ちょっぴりセレブ
リティな講座です。ホテル・旅館などと提携
した、「あなたを素敵に魅せる！和の礼儀
作法と和食のテーブルマナー講座」「円熟
世代のエグゼクティブマナーと洋食のマナー
講座」等を不定期的に開催中です。
地元の料飲食店、旅館、ホテル棟を利用
した出前講座も可能です。

「身も心も美しく！」をテーマに、プロ司会者で
カラーアナリストによる「お洒落講座」、
マナー講師による「お仕事マナー」等を、創業
１００周年記念の一環として安藤忠雄氏が設計
した「おかやま信用金庫内山下スクエア」で
定期的に開催中です。

Check！ 開催予定講座

接客業に携わる人の
接客力グーンとアップ・アップ講座
接客の現場の一線で活躍中の従業員研修です。
職種、受講者層、所要時間、ご予算等に応じて、
柔軟に対応いたしております。
結果をご期待ください。

ご希望に応じ、これから開催を予定している講座です。

出来る女は上を見る！
指導的立場にある人の１日丸ごとマナー講座

アラカン女性の幸せ探し！
加齢を華麗に彩る、
トキメキ世代の「幸齢期」講座

もっと愛され、もっと親しまれるリーダー像を目指した、総合的マナー講座です。プロ司会者による
話し方、マナー及び生きがいづくりのプロによる人間関係の築き方、生きがい創り、食事に
至るまでの、ひと味違う多角的な自分磨き講座です。日頃多忙な方のため、１日に凝縮しました。
好感のもたれる話し方・聴き方、指導的立場にある人にぜひ心得て頂きたいマナー、
テーブルマナー付き昼食等のメニューを予定いたしております。

概ね６０歳以上の元気な女性を対象にした
バラエティ豊かな生きがい創造講座です。
お洒落、生きがい創り、お金、健康の話など
盛りだくさんのメニューを取り揃えています。
日時、内容、ご予算等、要ご相談。

接客・接遇に携わる人の

接客力向上研修会のご案内
「おかやま知恵袋塾」の母体は、ホテル・
旅館等へサービススタッフを派遣する
３０年の歴史と実績を誇る「有限会社
雅サービスクリエーター」で、接客に
関しては幅広い知識とスキルを有して
おります。だからこそ、講師と受講者の
双方向型のユニークな内容での即実践
に役立つ人材育成研修が可能なわけ
です。お気軽にご相談ください。
職場に講師を派遣いたします。

お問合せ・お申込みはこちら
ＴEL ０８６－２３２－５３８８
ＦAX ０８６－２２１－６３６２

１. ご依頼から本番まで
・ 御社の職種、ご要望、現在の課題、研修に費やされる時間、ご予算等具体的にお聞かせ頂きます。
・ ご依頼にマッチしたカリキュラムをご提示いたします。
・ 双方共通認識の上、詳細な打ち合わせを行い、本番に至ります。

２. 期待される効果
・
・
・
・
・

従業員同士、従業員対お客様の良好なコミュニケーションが生まれます。
上司対部下のコミュニケーションが円滑に行われます。
従業員のモチベーションが向上します。
従業員の相対的な人間力が向上し、公私に渡るライフスタイルが好転します。
「顧客満足」から「顧客喜び」に移行し、その結果業績向上が期待できます。

３. 講師も接客のプロです
ホテルで３３年間、現場第一線で接客業務に携わったマナーと生きがいづくりのプロ
及び、接客経験を有すブライダル・各種イベントのプロ司会者等が担当いたします。
・
・
・
・
・

気になる情報が有りましたら、先ずはご連絡ください。
ご依頼内容を色々お伺いし、それにマッチしたご提案をいたします。
ご提案内容合意の上、本番に至ります。
内容、日時、ご予算、講師等お気軽にご相談ください。柔軟に対応いたします。
「女磨き講座」「終活講座」「フィニッシング講座」「リクルート講座」「マナー講座」等も企画・運営いたします。

≪おかやま知恵袋塾≫の基本方針、
それは皆様のお役に立つ知恵の発信基地創りです。
長年育んできた知識・生活の知恵に、感謝と思いやりの心を添えて、感動・
喜び・満足を提供いたします。
多彩な講演・セミナー・イベントの発信を通じ、地域のニーズにお答えし、
「晴れの国」 岡山の未来を明るく照らす一助になります。
発信すべく講座・セミナーの質的向上のため、講師及びスタッフ一同、常に
努力研鑽いたします。

こんな活動を展開しています
女性部会、 各種団体、 企業、 地域、 学校への講師派遣
セミナー ・ 講座の開催
社員 ・ 職員 ・ 学生のマナー研修
ホテル ・ 旅館 ・ 飲食店 ・ 販売店へのサービススタッフの派遣
結婚式 ・ 各種イベントの司会者派遣
子育てお母さん応援活動
高齢者の生きがい創り＆地域活性化応援活動

≪おかやま知恵袋塾≫のプロフィール
〒７００－０９０７
岡山市北区下石井２丁目８－６
有限会社 雅サービスクリエーター 内
ＴＥＬ ０８６－２３２－５３８８
ＦＡＸ ０８６－２２１－６３６２
携帯 ０９０－５３７５－８３５５ （おかやま知恵袋塾塾長 松井鈴江）
e-mail suzue@miyabi6.co.jp
URL http://www.miyabi6.co.jp
設立 平成２５年１月
塾長 有限会社 雅サービスクリエーター代表取締役 松井鈴江

