今なら
お得！

広告掲載大大大募集中！

比べて下さい、
コストの差！

名古屋セミナー通信

名古屋セミナー通信なら、
わずか5,000円から(メルマガユーザーの場合)

Nagoya Seminar News Letter

「名古屋セミナー通信」は、Webサイト
「名古屋セミナーポータル」
と、
メールマガジン「不定期ビジネスニュース」
との連携しています。
メルマガの読者を合わせると１万人以上のユーザがおり、名古屋圏でセミナー情報No.1を目指しています。

名古屋セミナー通信は毎号ごとに発行部数が増えておりますが、現在、次号（Vol.7・６月下旬発行）に掲載する広告を募集しています。
各種広告のサイズと料金はコチラ
（既存のチラシデータを流用したり、オプションでインタビュー・スタイルの広告制作も可能）
http://www.seminar-portal.org/advertise/tsushin

今だけのお得なプランをぜひご活用ください‼

サイズ

仕

A4（210×297mm）
ピックアップセミナー
（92.5×61mm）
全サイズ
＜お問 合せ先＞

追加オプション

様

必要な素材

完成データ入稿

ai（アウトライン化してあるもの）
jpg, png, pdfデータ

完成データ入稿

ai（アウトライン化してあるもの）
jpg, png, pdfデータ

デザイン依頼

希望デザイン、記載事項、写真素材
会社ロゴのデータ
（ai）など

インタビュー広告

取材（約１〜1.5時間）

料金（税別）

¥40,000
メルマガ
ユーザーなら

¥30,000

メルマガ
ユーザーなら

¥5,000

プラス ¥30,000
プラス ¥30,000
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メルマガのプレミアム会員の紹介
名古屋セミナー通信、
名古屋セミナーポータルと連動するメールマガジン
「不定期ビジネスニュース」
は、
愛知県のビジネスパーソン６千人以上に届く集客ツー
ルです。
セミナーや交流会など掲載情報の全てが、
読者からの投稿で成り立っているのが特徴です。
購読は無料
（ゲスト）
ですが、
月に一回投稿できる
「サポーター
（無料〜年会費３千６百円）
」
、
何度でも投稿でき、
同一内容も２回まで掲載できる
「ユーザ
（年会
費１万円）
」
として利用できます。
メルマガは１号あたり３件から４件の情報を掲載しておりますが、
あなたの１件の投稿のみで
「特別号」
をご希望のタイミングで発行することが可能です。
１回
１万円ですが、
６千人にDMを送ろうと思えば、
いかにお値打ちであるかお分かりいただけるでしょう。
さらに、
月に一回特別号を発行できる
「プレミアム会員
（年会費10万円）
」
もあります。
投稿は、
セミナー、
交流会、
店舗への集客、
商品やサービスのPR、
求人など
にご利用いただけます。
あるいは、
ステップメールの転載、
ノウハウ連載も可能です
（テキスト＝文字のみとします）
ので、
ご相談下さい。
詳しくはコチラhttp://seminar-portal.org/advertise/futeiki
いずれもお申し込みは
「名古屋セミナーポータル
（http://www.seminar-portal.org/）
」
から
「新規登録」
後、
会費をお支払い下さい。
ご入金が確認され次第、
登録
が承認され、
ログイン・投稿などが可能になります。

ご登録はコチラ！

「名古屋セミナーポータル」
で検索

Vol.

¥6,000

＜会費のお支払い先＞
三井住友銀行 名古屋栄支店（408）普通口座 1946823 一般社団法人 東海中小企業支援協会
※会費はいずれも税込みです。 ※振込手数料は振込者負担でお願いします。
※すでにユーザの方は差額９万円のみでアップグレードが可能です（会員期間も延長されます）。
※初回のみ登録料１万円が必要ですが、現在キャンペーン中で無料です。

名古屋セミナー通信は以下の店舗・企業様にて配布しています

アクエリアス・N１グランプリ実行委員会・エール・コンサルティング・株式会社円昭・Kayu Megic Design・株式会社梶川土木コンサルタント・勝野弘志公認会計士事務所・
近藤大輔 税理士・中小企業診断士事務所・雑賀行政書士事務所・saloon hair・有限会社高井商店・Team N+1・ツムギラボ・株式会社日本コミック流通センター・日本仲人協
会岐阜羽島支部・株式会社ハートマッスルトレーニングジム・株式会社はちえん・Vanguard Planning Service・ボディーエキスパート・Lamano・LIFEPLUS・株式会社リサー
チ・リバイバルビジョン名古屋株式会社・有限会社丸志げ・MANBIZ・学び舎mom・株式会社安井・合同会社奏コンサルティング・イーエムエーインベスターズジャパン合同
会社・セイ・コンサルティング・グループ株式会社・有限会社ウィング・コネクト栄・NPO法人中部ビジネス支援専門家ネットワーク・株式会社アイミック・有限会社滝川・とびき
り焼肉 英・Luce・株式会社中西・いろは接骨院・スタジオドッグラン・株式会社フェローズ・株式会社ハウスカンパニー・株式会社マネジメントサポート・株式会社ARION・楽
読 藤が丘スクール・有限会社中部テック・一般社団法人フリーエージェントジャパン・サロン・ド・フューチャー・コワーキングスペース・アライブ・CAFE COSMOS ・Room8・
Cre8 BASE KANAYAMA・8 Stage・Aroma Forest・D Start・LEGARE CAFE・那由多・MG H・ISAYA・EXPERIENCE CAFE・楽読黒川スクール・WA東桜・B1丸の内・サロン・ド・フ
ューチャー・ベースキャンプ名古屋・アクションラボ・貸会議室名古屋・コミュニティアジト・Do Can ふれあいネット・nabi金山・nabi白金・K6 Oﬃce・はとむぎ家・H-Space・日
本福祉大学社会福祉総合研修センター・岩田松雄講演会実行委員会三重・いきものがたり工房・株式会社 LEGEND PROJEC・マーケティングアイズ株式会社・アイズボーカ
ルスクール・株式会社岡野コーティング・志誠魂塾・中部経済新聞社・アトリエアミュゼ・株式会社中央人事総研・fpa・ケイツ社労士事務所・名古屋和僑会・Mitsuki Style・感
動創造事務局・株式会社ミドリ・(公財)名古屋産業振興公社 創業支援施設課・菓子処 松華堂・(株)ベルグリーンワイズ・ニコフィーバルーンパーク・シャルドネ岐阜本店・株
式会社エルフォース・ゆりりん社会保険労務士事務所・モモタロー・CureSpace・株式会社スーパーアプリ・手作り化粧品教室〜nano〜・ライフデザインギアサプライ株式会
社・OKA絵画教室・株式会社リアライズ名古屋オフィス・春日井市役所・株式会社ハーモニークリエイション・一般社団法人 日本外国語講師育成協会・スイングスポーツ
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誰にでも、訪れる人生の岐路。
私にとってのそれは、
あるひとつのセミナーでした。
平成22年2月に受講した
「女性グループリーダー研修」。
リーダーの役割、効果的な質問方法など、
コーチングスキル
を学ぶ3回シリーズのセミナーです。
「こんな考え方があったなんて！」
初回開始30分で、私のココロは講師の話術に鷲掴みにされ
ました。
そう。私は、
このセミナーの講師を務めていたＭ講師に一目
ぼれをしたのです（女性です！）
当時の私は、子育て関係のＮＰＯ団体を立ち上げたばかり
で、
「スタッフを引っ張っていくためのリーダーシップを学びた
い。
」
そんな思いで参加していました。
しかし・・・3回シリーズを終える頃には、
「私も前に立って、Ｍ
講師のように話したい！」
「ここで学んだコーチング・スキルを、伝
える側の人間になりたい」
そんな思いで頭が一杯になっていたのです。
とは言っても、
どうすればＭ講師のようになれるのか？
強い気持ちはあるものの、方法が全くわかりません。
そこで、直接熱い想いを伝えたところ、Ｍ講師は笑顔でこう仰
ったのです。
「私の所属している研修会社の講師養成講座に来て！
あなたは絶対に向いている！1年後には講師として登壇して
いるわよ。
」
と。
この言葉に導かれるように、2週間後には研修がスタートし、
そこから私の講師としての道が始まったのでした。

人が何かを学ぶとき、目的は大きく分けて２つあると思いま
す。一つは「自分のために学ぶ」
もう一つは、
「学んだスキルを広く伝えていく」
です。
私は後者を選んでいたので、
コーチングスキルを学ぶととも
に、
より良く伝えるためのスキル、
「話し方」
も学び始めました。
元ＣＢＣアナウンサー平野裕加里さんが私の「話し方」の師
です。
お2人にご縁がつながらなかったら、今の私はいませんでし
た。講師活動を始めて、
約5年。
コーチングを始め、
「話し方」、
「コミュニケーション」な
ど、多くの方に向けて
様々なお話をしています。
先日、講座帰りに一人の女性が、駆け寄って来て私にこう仰
いました。
「麦沢先生のように、講師になってお話しするにはどうしたら
いいですか？」
と。
あぁ、私だ。6年前の私だ。 胸が熱くなりました。
「伝える」から
「伝わる」へ。口から出る言葉は全て人への思い
やり。
聴いて下さっている方のお顔をきちんと見ながら、反応を感
じながら。
私にとって講座の時間は、アーティストのライブと同じ。その
場その場の空気をつかみ、
そして空気を作っていく。そんな幸せを感じて今日も、言葉を
紡いでいます。

麦沢 圭子 （ママのホンネ研究所所長、ICP認定講師、
ドリームマップファシリテーター）
2012年、ママ団体代表3人で「ママのホンネ研究所」
を設立。企業・行政から委託を受け、商品開発、広報、マーケティング、
イベ
ント企画などを担当。約6000人のネットワークを持つ。
ママや女性と企業・社会をつなぐ架け橋となるため活動中。
2013年、元CBCアナウンサー（現 有限会社LIBRA代表・フリーアナウンサー）の平野裕加里の下で、話し方を学び、
「ひらの式
アカデミー認定講師」
となる。
コーチングスキルを活かした、
コミュニケーション講座や、伝わる話し方を中心としたセミナーを
企業や各種団体で多数開催。
ブライダル司会やイベント司会、MCとしても活動中。
名古屋市名東区在住。 7歳〜13歳の3男1女の母。
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