
― JAIFA 千葉県協会　2018年度 春の研修会 ―
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〒261-0021 千葉市美浜区ひび野 2-10-3　TEL 043-296-1122
http://www.greentower.co.jp/information/access.html

お車でお越しの方

●東京方面より東関東自動車道
　湾岸習志野 I.Cから5分
●東関東自動車道 湾岸千葉 I.Cから5分
●千葉方面より国道 357号線
　ひび野 1丁目交差点から2分

電車でお越しの方

●JR京葉線 海浜幕張駅から徒歩 2分
●JR総武線・京成線
　幕張本郷駅からバスで15分

アクセス

研修会参加申込み書
本申込書のコピーをとり、4月 20 日（金）までに参加費を添えて各社幹事までお申し込みください。

お勤め先：

ご氏名：

ふりがな

ご連絡先：様

会員

非会員

一般

JAIFA 千葉県協会 事務局
〒277-0852  千葉県柏市旭町 1-2-1 第 11 関口ビル3F
ソニー生命保険株式会社　柏支社

公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

※週刊誌、コミック雑誌、百科事典は対象となりません。
※書籍は破れ、シミ、乱丁、カバーなし等は対象となりません。

「愛のドリーム募金」は、福祉巡回車「愛のドリーム号」として
全国各地の社会福祉協議会に贈呈しています。

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-13-5
日本橋貝新N.Yビル6階
TEL 03-3241-6633　FAX 03-3241-0314

愛のドリーム募金（愛の1冊募金）へのご協力お願いします。
研修会当日、会場へ読まなくなった本をご持参ください。

k

問い合わせ先

研修会にて年次大会のチャリティー＆eco活動の品物を千葉県協会がお預かりして、年次大会にお持ちします。

大澤 武志

TEL 04-7142-3371　FAX 04-7142-3372

ฏ 305݄10ʢʣ

ϗςϧάϦʔϯλϫʔນு 4F

ɹɹɹɹɹɹɹɹ 500ԁɹɹɹɹ����0ԁ

ʲɹɹఔʳ

ʲձɹɹʳ

ʲՃඅ༻ʳ ձһɾҰൠͷ͓٬༷ ඇձһ

JAIFA
JAPAN ASSOCIATION of INSURANCE and FINANCIAL ADVISORS

小山田 香代小山田 香代 佐々木 圭一佐々木 圭一 様様様様第　 部 講演 第　 部 講演1 2

年次大会
函館アリーナ／13:00～17：15
ディナーパーティー
ホテル函館ロイヤル／18:15～20：00

北海道函館市開催地

ご参加の際は、●使わなくなったメガネ・サングラス・老眼鏡（破損品は除く）　プリペイドカード● 類（テレホンカードなど未使用に限る）　●タオル　～ご持参のご協力をお願いいたします。～

（おぐら ともあき）氏

「意志あるところに道は開ける」

小倉  智昭
キャスター

大学卒業後、現在のテレビ東京に入社、競馬実況アナウン
サーとして活躍。その後、大橋巨泉氏にスカウトされフリー
アナウンサーとなる。1983年に一世を風靡した「世界まるご
とHOWマッチ!!」のナレーターとして「七色の声を持つナ
レーター」として有名になり、現在は「とくダネ!」のメイン司
会として、長きに渡ってメディアの第一線で活躍中。吃音で
人並み以上の苦労と経験を乗り越え司会者となり、糖尿病
の発症、膀胱がん治療の経験もされてこられた中、仕事観
やプロの人間関係術を通して皆様に語りかけます。

講 演

函館協会が厳選したグルメ、特産品など多彩なブースが出
展いたしますのでご期待下さい。ブースにより数量限定の
商品もありますので、お早目のご来場がお勧めです。会場
内には、休憩コーナーも設けておりますのでご利用下さい。

10:00 スタート！出展ブース

国の特別史跡「五稜郭」を舞台に繰り広げられ、
数々の受賞とともに全国的にも高く評価を
得ている「市民創作函館野外劇」。
その野外劇をベースに、開催地「函館」の
壮大な歴史とロマンをこの日一日だけの
特別エンターテインメントとしてご覧いただきます。

市民参加創作エンターテインメント
歴史とロマンの街・函館ヒストリー

函館企画
～心は伝わりましたか？～

表面

ありがとうの気持ちを伝えていこう

お や ま だ か よ さ さ き け い い ち



【プロフィール】
1972 年東京生まれ、茨城育ち。短大を卒業後、OA インストラクターとして、富士通株式会社のインストラクターの会社に入社し、
富士通プラザ（ショールーム）勤務。その後、幾つかの転職を経て、事務や営業、接客、人材派遣コーディネーターなども経験し、
講師歴 25 年、内約 15 年間は職業訓練校講師として従事。職業訓練業務で知り合った方から筆跡診断を知り勉強を始め、
筆跡診断士の資格を取得。 職業訓練にも筆跡トレーニングを取り入れることで、多数の訓練生を再就職につなげることに成功
する。自身も筆跡トレーニングを行ない、 夢や目標、願いを叶え、夫が昇進、息子が志望大学に入学、娘が精神的に安定して
成績が向上、実母が加齢によるメンタルの不安定さが落ち着くなど、家族でも筆跡トレーニング効果を体験している。
また、筆跡診断の講演会やセミナー、個別診断にてお伝えした筆跡トレーニングを行なった方々から、「大型契約を結べた」
「念願のカフェをオープンできた」「人間関係が良好になった」など、嬉しい報告が多数寄せられている。現在は、筆跡診断士、
個性心理學講師として活動し、長年の講師経験を活かした分かりやすい講演会やセミナーには定評がある。

【講師あいさつ】
普段、何気なく書いている文字。 「書は人なり」と言われるように、文字には書いた人の性格や行動パターン、思考のクセなどが
表われています。 文字を書くという動作は、普段の歩く、話す、食べる等と同じ「行動」です。私たちの行動の 9 割は無意識によって
支配されており、日頃意識せずに書いている手書きの文字には自分では気がつかないような深層心理が表われています。
そうした手書きの文字を分析する事で、今の自分を知り、その上でさらに意識的に文字の書き方を変えていく事で、自分で自分が
望む方向に自分を変えていくことができます。あなたも文字の書き方を意識的に変えて、なりたい自分になってみませんか？

【資格】
日本筆跡診断士協会　筆跡診断士、子ども筆跡診断士
日本筆跡診断士協会　筆跡診断士養成指導士
全日本教育書道連盟　正教授(雅号 聲泉)
個性心理學研究所 　  名古屋本部　認定講師・カウンセラー

【活動状況】
ラジオ出演
元 ラジオつくばパーソナリティ
筆跡講演会（MDRT、JAIFA、一般企業、倫理法人会、法人会など）
教育講演会（PTA連絡協議会、小学校、中学校）
筆跡セミナー
親子筆跡セミナー
筆跡診断士養成講座
カルチャースクール講座
公民館筆跡講座

【プロフィール】

上智大学大学院を卒業後、株式会社博報堂入社。

もともと伝える事が得意ではなかったにもかかわらずコピーライターとして配属され苦しむも、あるとき伝え方には

技術がある事を発見。

後に書籍「スティーブ・ジョブス」に登場する伝説のクリエーター、リー・クロウ率いる、米国TBWAを経て、2014年

クリエイティブ ブティック「ウゴカス」を設立。

日本人初、米国の広告賞「One Show Des ign」で金賞を獲得。カンヌ国際クリエイティブアワードにて計6つの

ライオンを獲得し、国内外で合計55のアワードを受賞。

郷ひろみ・Chemistryの作詞家として、アルバムオリコン１位を2度獲得。

著書『伝え方が9割』はビジネス書ランキング年間１位（紀伊國屋書店新宿本店調）シリーズ124万部突破。「世界一

受けたい授業」「情熱大陸」などTV出演多数。

日本のコミュニケーション能力をベースアップさせることを、ライフワークとしている。

【受賞歴・記録】

・2017 中国でビジネス書ナンバー1

  ※当当網調べ『伝え方が9割2』2016

・史上初3年連続年間ベスト10入り『伝え方が9割』2015

・史上最高　ビジネス書初版部数『伝え方が9割2』2015

・ビジネス書年間ナンバー1『伝え方が9割』

  ※紀伊国屋書店新宿本店調べ2013

・CM総合研究所：ブランド・オブ・ザ・イヤー2014

・ビジネス書大賞2014　総合1位

・JPMプランニング賞：ベスト・プロモーショナル・クリエイティブ賞

・環境大臣賞 2010

【著書】

・『伝え方が9割』(ダイヤモンド社)

・『伝え方が9割 2』(ダイヤモンド社)

・「まんがでわかる伝え方が9割」(ダイヤモンド社)

【著書】
『「字」を変えると人生はうまくいく !』を三笠書房より出版
（週刊女性、おとなの流儀、婦人公論などの雑誌へ記事掲載）

12：30～
13：00～

受付開始
研修会スタート
報告会・ボランティアセッション
永年勤続表彰　他

14：05～
15：50～
17：20

第一部講演（小山田香代様）
第二部講演（佐々木圭一様）
終了予定

JAIFA千葉県協会
会長　豊田英基

皆様、こんにちは。平素よりＪＡＩＦＡ千葉県協会の活動にご理解ご支援を
賜りまして、誠にありがとうございます。
公益社団法人として７年目を迎え、これからも公益社団法人としての役割・使命を
十分認識して、次世代に向けて責任ある行動とプライドを持った活動を進めて
参ります。
今回の研修会も素晴らしい講師をお招きする事ができました。ご参加の皆様に
ご満足いただける一日となりますことをお約束いたします。
是非、お客様やご家族、ご友人をお誘い頂き、たくさんのご参加を心より
お待ちしております。

小山田 香代 様
お や ま だ

佐々木 圭一 様
「字」を変えると人生はうまくいく！ ノーをイエスに変える技術

プログラム

講 師 紹 介 講 師 紹 介

ごあいさつ

第1部 講演 第  2 部 講演
か よ さ さ き け い い ち
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