
ホーム 研修・講演報告 マスコミ関連 篠⽥弥寿⼦ パッケージ研修 オリジナル研修 講師紹介 商品紹介 会社概要

研修・講演報告 マナーニュース 頑張ろうニッポン

篠⽥宗家おすすめのお店 篠⽥宗家推薦図書

研修・講演報告

2018年7⽉28⽇（⼟）社団法⼈善照学園グループ職員研修「⼼に⼿の届くマナー講座」

平成30年7⽉28⽇（⼟）社団法⼈善照学園グループの職
員研修が⾏われました。テーマは、理念に沿った⼈材に
なるために「⼼に⼿の届くマナー」講座です。 寒川由美
⼦主席講師と⽔本有紀アシスタント講師が担当し、講師
養成科の聴講⽣3名が参加しました。理事⻑をはじめ4施
設の職員約60名が、感じの良い挨拶のマナー、⾔葉遣い
のマナー、電話のマナー、組織コミュニケーションマナ
ー、⼦供への接し⽅など実技をしながら受講しました。
また、職場での義務と責任、⼦どものために⼼を尽くす
事、保護者の⽅への応対もしっかり学んでいただきまし

た。職員の皆様からのマナーを勉強したいという希望で実現した研修だけあり、メモを取り、熱⼼に学
ぶ姿に感銘を受けました。

2018年6⽉27⽇（⽕）⼈間環境⼤学看護学部「⼼に⼿の届くマナーと声かけ講座」

平成30年6⽉27⽇（⽔）愛知県の⼈間環境⼤学・⼤府キャンパスにて、同⼤学看護学部1年⽣の「マナ
ー講座」を⽯崎友⼦専任講師が担当しました。医療スタッフのサービスに対する感性と能⼒、⾝だしな
み、美しい⽴ち姿、お辞儀、⾃⼰紹介、物の受け渡し、報告の仕⽅、傾聴など医療スタッフに必要な基
本マナーを実技中⼼に体得して頂きました。約100名の受講⽣達がロールプレイの際、お互いにアドバ
イスや感想を伝え合いポイントを確認しながら真摯に取り組んでいる姿に感銘を受けました。⼼優しい
看護学⽣の皆さんが、講座での学びを活かし、愛される看護学⽣として充実した毎⽇を過ごされるよう
願っております。

2018年3⽉24⽇（⼟）太極拳教室楽和主催「知っているようで知らない暮らしのマナー」
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平成30年3⽉24⽇（⼟）兵庫県⻄宮市⼤社公⺠館にて、太極拳教室「楽和」(于学利⽼師主宰)主催の
「知っているようで知らない暮らしのマナー・あれこれ」が開催されました。現代作法道・篠⽥弥寿⼦
宗家の講演に会場は満員で⼤盛況でした。冠婚葬祭で使⽤するのし・掛け紙・表書きなど贈答のマナー
や、通夜葬儀の受付のマナー、 結婚式の受付のマナー、訪問応接のマナーなど実演も含めた分かりや
すく楽しい講演でした。⽇常⽣活に直ぐお役⽴ていただける内容で70名の受講者様に⼤好評でした。

2018年3⽉8⽇（⽊）・13⽇（⾦） 株式会社北⽃ 第3回「ビジネスマナー社員研修」

平成30年3⽉8⽇（⽊）、13⽇（⽕）2班に分かれて第3回株式会社北⽃社員研修が⾏われました。 寒
川由美⼦主席講師と菊村涼⼦講師が3時間の研修を担当しました。部署が分かれている中でのコミュニ
ケーションは、報告、連絡、確認の情報を共有することにより、業務が円滑になります。会議内容の共
有⽅法、⾔葉使いや敬語、そしてお茶の出し⽅いただき⽅など男⼥全員で実習を⾏いました。研修をす
ることにより、職場の問題点についても⼯夫や改善がされるようになり、マナーだけでなく意識改⾰も
加わった研修成果となりました。来年度も研修を続けてほしいと社⻑からご依頼をいただきました。

2017年10⽉27⽇（⾦）熊本保健科学⼤学1年⽣「現場実習前のマナー研修」

平成29年10⽉27⽇（⾦）熊本保健科学⼤学に
て、1年⽣約200名を対象に「現場実習前のマ
ナー研修」が⾏われました。今回はこれまでの
復習と敬語を始めとする⾔葉遣いのマナーを⽵
本久仁⼦専任講師が担当しました。⽴ち姿やお
辞儀、挨拶などの実技は全員が綺麗に仕上がっ
ていました。来⽉最後となる4回⽬の研修を⾏
い、いよいよ12⽉に現場実習に臨みます。現場
でこれまでのマナー研修が活かされることを願
っています。  

2017年10⽉12⽇（⽊）株式会社北⽃ 第2回「ビジネスマナー社員研修」

平成29年10⽉12⽇ (⽊）株式会社北⽃Ａ
班の第2回「ビジネスマナー社員研修」が
実施されました。3時間の研修を寒川由美
⼦主席講師と桑野友恵専任講師が担当しま
した。営業職と事務職の皆様は、社⻑から
の3つの柱に熱⼼に取り組んでいました。 
1、社内外で明るく元気な笑顔でいつも挨
拶ができること 
2、仕事上常に相⼿を思い連携が完全に出
来るビジネスマナーを⾝につけること 

3、部署の課題を全員で取組み改善できるように実⾏すること 
第1回の研修後、改善に取り組み、スムーズな連携が出来るようになったと伺い⼤変嬉しく思います。
第2回の取り組むべき課題が確実にクリアできることを願っております。



2017年10⽉4⽇（⽔）甲南⼥⼦⼤学 ⽂学部英語⽂化学科「⼤学⽣で⾝に着けるマナー講座」

平成29年10⽉4⽇(⽔）甲南⼥⼦⼤学⽂学部英語⽂化学科1年⽣を対象に「⼤学⽣で⾝に着けるマナー
講座」がスタートしました。寒川由美⼦主席講師と阪上邦⼦専任講師が授業を担当し、6クラス（各30
名）の学⽣がクラスごとに受講します。なぜマナーは必要なのか︖マナーとはどんなものなのか︖⼼を
形にしてマナーを伝えるには、どのようにすれば良いのか︖⾃ら考えてもらいました。また、コミュニ
ケーションにもマナーがあることを学び、直ぐに役⽴つマナーを体感していただきました。マナーを⾝
に着ける価値が分かってきた学⽣の受講姿勢は熱⼼で素晴らしかったです。今後もその⼼と形を積重ね
ていって下さい。

2017年8⽉29⽇（⽕）中部電⼒グループ・株式会社テクノ中部営業部 「ビジネス研修」

平成29年8⽉29⽇(⽕）名古屋市港区の中部電⼒グループ・株式会社テクノ中部営業部の「ビジネス研
修」が⾏われ、寒川由美⼦主席講師が担当しました。営業の⽅には⼤切な、⾝だしなみのマナー、感じ
の良い挨拶とお辞儀、名刺のマナー、電話のマナーなどビジネスマナーの基本を2時間学んでいただき
ました。受講された22名の皆様からは、沢⼭のご熱⼼な質問を受け、実⽤的なマナーの疑問点を解決
して来ました。今までよりも⾃信を持って接客し、営業に活かしていただけることでしょう。

2017年8⽉24⽇（⽊）甲南⼥⼦⼤学 看護学科３年⽣「学外実習前のマナー授業」

平成29年8⽉24⽇(⽊）甲南⼥⼦⼤学看護学科3年⽣の「学外実習前のマナー授業」を寒川由美⼦主席
講師が担当しました。これから1年間の実習期間に⼊る⽣徒達は、1年⽣から学んだ医療現場でのマナ
ーを存分に発揮し、その重要性を⾝をもって実感することでしょう。⾔葉遣いや院内でのあいさつ、動
作やしぐさなど習ったことを活かして下さい。患者様に良い印象をもっていただく為に⾝だしなみを整
え、患者様に元気になっていただけるよう笑顔で明るく元気な接遇ができることを期待しています。実
習を通して技術、知識だけではなく、⼼豊かな⼈間として成⻑され、将来の仕事に役⽴てるよう応援し
ています。

2017年7⽉21⽇（⾦）熊本保健科学⼤学2年⽣「現場実習前のマナー研修」

平成29年7⽉21⽇（⾦）熊本保健科学⼤学にて「現場実習前のマナー研修」を⽵本久仁⼦専任講師が
担当しました。受講した2回⽣111名の学⽣とは9ケ⽉振りの再会でしたが、⼀度現場実習を経験した
彼らからは⼀回り成⻑した様⼦が伺えました。 
今回の研修は５回⽬で最終回となり、復習がメインです。⽴ち姿・お辞儀・⽴ち居振る舞 い・⾃⼰紹
介など実技は完璧に仕上がりました。９⽉の現場実習でも今回のマナー研修が活かされますことを願っ
ております。 



2017年6⽉2⽇＆9⽇（⾦）甲南⼥⼦⼤学 理学療法学科「医療⼈のためのマナー講座」

平成29年6⽉2⽇と9⽇（⾦）甲南⼥⼦⼤学理学療法学科１年⽣の「医療⼈のためのマナー講座」を寒
川由美⼦主席講師が担当しました。 医療⼈を⽬指す学⽣として、マナーを⾝に付けることの重要性
や、誰のために⾝だしなみを整えるのか、患者様、ご家族様、職場で無くてはならないマナーの⼤切さ
を学んでいただきました。また、授業を受ける時の挨拶の仕⽅、椅⼦の座り⽅、ノックのマナーなど直
ぐに使えるマナーも実践し、熱⼼に受講いただきました。４年間の学⽣⽣活を通して⼼豊かな⼈間へ成
⻑されるよう願っています。

2017年5⽉19⽇（⾦）熊本保健科学⼤学 看護学科 「マナー講座」

平成29年平成29年5⽉19⽇（⾦）今年度の熊本保健科学⼤学看護学科１年⽣の「マナー講座」が始ま
りました。5⽉と6⽉の担当は寒川由美⼦主席講師です。なぜ看護学科にマナー学習が必要なのか、医
療現場では何を求められているのか、そのために⼤学⽣活で⾝に付けるマナーの⼤切さなどを伝えまし
た。挨拶は⾃分から先にできること、医療⼈に相応しい⾝だしなみの⼼得、 ⾃⼰紹介などを実践し、
⼈間⼒豊かな成⻑ができる学⽣⽣活が送れるようにと授業を締めくくりました。

2017年4⽉18⽇（⽕）⼤阪府⽻曳野市 商⼯会・雇⽤開発協会「平成29年度新⼊社員激励会」

平成29年4⽉18⽇（⽕）⼤阪府⽻曳野市商⼯会、⽻曳野市雇⽤開発協会主催の「平成２９年度新⼊社
員激励会」が開催されました。第１部は激励会式典、第２部は記念講演として寒川由美⼦主席講師が
「社会⼈としてのルールとオフィスのルール」を講演をしました。参加企業から１０社４４名が参加さ
れ、ビジネスマナーは何のためにあるのか、オフィスのルール、指⽰の受け⽅とスムーズな報告の仕
⽅、⾝だしなみのマナ、 ⾃⼰紹介のマナー、電話の取次ぎ応対のマナーなどビジネスマナーの基本を
実技実習していただきました。笑顔で元気な挨拶や謙虚に感謝の気持ちを忘れないで頑張っていただき
たいと願っております。

2017年4⽉10⽇（⽉） 尼崎信⽤⾦庫「新⼈⾏員ビジネスマナー研修」

平成29年4⽉10⽇（⽉）9︓00〜17︓00、尼崎信⽤⾦庫本店会議室にて「新⼈⾏員ビジネスマナー研
修」が⾏われました。男⼥約１００名の新⼈職員を４班に分け、寒川主席専任講師を筆頭に総勢８名の
講師で指導に当たりました。⾝だしなみのマナー、印象の良いの姿勢と動作、⾃⼰紹介・名刺のマナ
ー、受付・案内のマナー、電話のマナーなどビジネスマナーの基本をしっかり学んでいただきました。
研修の最後には、各班ごとに習得したマナーの発表もありましたので、皆さん緊張感をもって熱⼼に取
り組んでいました。



2017年4⽉13⽇（⽊）甲南⼥⼦⼤学 「学⽣⽣活をはじめるにあたってのマナー講座」

平成29年4⽉13⽇（⽊）甲南⼥⼦⼤学⽂学部メディア表現学科１年⽣９０名を対象に「学⽣⽣活をは
じめるにあたってのマナー講座」を寒川由美⼦主席講師が担当しました。なぜマナーは必要なのか、
躾・エチケット・マナーの違いとは、 ⼈間⼒を豊かに成⻑させるためには、⼤学１年⽣から準備をす
る⼼構えなどを指導し、そして公共のマナーや⾃⼰紹介のマナーも学んでいただきました。今だから学
べる事、感動することや、努⼒してやり遂げた経験が出来るよう有意義な学⽣⽣活を送っていただきた
いと願います。

2017年⽉4⽉6⽇＆7⽇ ダイケングループ株式会社北⽃ 「ビジネスマナー３時間研修」

平成29年4⽉6⽇（⽊）＆7⽇（⾦）⼤阪府枚⽅市のダイケングループ株式会社北⽃の「ビジネスマナ
ー３時間研修」を寒川由美⼦主席講師、阪上邦⼦専任講師、むらずみ貴⼦専任講師で担当しました。研
修内容のご要望を伺い、社に必要なビジネスマナーをオリジナルカリキュラムで研修しました。組織で
働くこととは、業務の⽬標や達成のための実践、会社貢献などを全員に発表をしていただき、次に、ビ
ジネスマナーの観点から社内での改善点について解決⽅法を導き出し、部署に合った実践の構築⽅法を
学んでいただきました。また、洋室、乗り物のマナー、席次、受付案内のマナー、お迎えお⾒送りのマ
ナーなど直ぐに活⽤できる基本マナーも熱⼼に学んでいただきました。社の商品は⼈材あってこそ繁栄
発展していきます。技術向上、スキルアップの意識の⾼い社員様⽅にご縁をいただき講師も貴重な経験
となりました。

2017年3⽉21⽇（⽔）本四海峡バス株式会社 「バス運転⼠の接客マナー研修」

平成29年3⽉21⽇（⽔）昨年に引き続き、本四海峡バス株式会社の「バス運転⼠の接客マナー研修」
を寒川由美⼦主席講師と阪上邦⼦専任講師が担当しました。昨年受講できなかった１１名の社員の⽅々
が淡路、徳島エリアから参加し、6時間の研修を受講されました。お客様からの印象が良い⾝だしなみ



のマナー、あいさつのマナー、検札ロールプレイング、接客敬語のマナー、社内アナウンスの気働き、
⼆⼗四節気や節句を使ったアナウンスの活かし⽅、乗客への声掛け実践など直ぐに役⽴つ接遇を学んで
いただきました。通勤、通学、観光でご利⽤いただくお客様の⼼に残るバス会社を⽬指していただきた
いと願っております。

2017年2⽉23⽇（⽊）神⼾市介護⽼⼈施設 医療法⼈社団甲友会 「ビジネスマナー研修」

平成29年2⽉23⽇（⽊）神⼾市介護⽼⼈施設本部の医療法⼈社団甲友会にて、寒川由美⼦主席講師の
「ビジネスマナー研修」が⾏われました。事務、施設⻑など22名がご参加され、基本となるビジネス
マナーとして、指⽰、命令の受け⽅、報告連絡相談確認の仕⽅、名刺のマナー、電話のマナーなど約2
時間実技実習を熱⼼に受講いただきました。介護現場での気働きのマナーも利⽤者、家族側からの要望
など実例をあげ、参考にしていただきました。⼼に寄り添える⽼⼈介護施設の向上にお役⽴ていただく
ことを願います。

2016年10⽉27⽇（⽊）宇陀市⽴榛原中学校「職場体験でのマナー・アドバイス研修」

平成28年10⽉27⽇（⽊）11時
50分〜12時40分、宇陀市⽴榛原
中学校体育館にて「職場体験で
のマナー・アドバイス研修」が
⾏われました。相良まゆみ専任
講師が中学2年⽣約130名を指導
しました。職場でのマナー・⾝
だしなみ・お辞儀・椅⼦の⽴ち
座り・ドアの開閉・話し⽅の注
意点など、実技は各級⻑が代表

で⾏い、研修終了後に各クラスにて 復習を⾏いました。各職場に御挨拶の予定になっていましたの
で、⽣徒⼀⼈⼀⼈が熱⼼に受講していました。最後にお礼の挨拶も⽣徒代表から頂きました。研修で学
んだ事が、職場体験で⽣かされますよう楽しみにしています。

2016年10⽉21⽇（⾦）熊本保健科学⼤学1年⽣「現場実習前のマナー研修」

平成28年10⽉21⽇（⾦）熊本保健科
学⼤学にて1年⽣約200名を対象に
「現場実習前のマナー研修」の授業が
⾏われ、⽵本久仁⼦専任講師が指導し
ました。実技では、前回の復習を兼
ね、⽴ち姿や⽴礼、⾃⼰紹介などをし
ましたが全員が 綺麗にできていまし
た。本⽇の本題は⾔葉遣いで、敬語は
じめ曖昧⾔葉やマイナス⾔葉をプラス
⾔葉に変換する練習をしました。 研

修の成果が現場で活かされますよう期待しています。

2016年10⽉15⽇（⼟）＆16⽇（⽇） 住友不動産「お付き合いの極意セミナー」

平成28年10⽉15⽇（⼟）＆16⽇（⽇）14︓00〜16︓00、奈良県にて住友不動産「新築そっくりさ
んプレゼンツお付き合いの極意セミナー」が開催されました。寒川由美⼦主席専任講師がメイン講師を
務め、アシスタントを桑野友恵専任講師が担当しました。訪問と応接、贈答、⾷事、冠婚葬祭のすぐに
使えるマナーポイントを学んでいただきました。また、リフォーム会社のショールームを使い、履物の
マナーとお茶の出し⽅、宗教別お参りの仕⽅等も実習していただきました。質問もいただき直ぐに役⽴
つと喜んでいただけました。またのご参加をお待ちしております。

2016年10⽉11⽇（⽕）甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部⼼理学科「就職活動⾯接のマナー講座」



平成28年10⽉11⽇（⽕）甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部⼼理学科３年⽣の 「就職活動⾯接のマナー講座」
を寒川由美⼦主席専任講師が担当しました。⾃⼰分析の仕⽅、企業研究の仕⽅、⾝だしなみの整え⽅、
受付や⾯接でのあいさつ、部屋の⼊退室のマナー、質問の受答えなど、実技も含めて具体的に伝えまし
た。受講した100名あまりの⽣徒達は熱⼼に受講していました。社会で活躍できる⼥性を⽬指して頑張
っていただきたいと願います。

2016年9⽉16⽇（⾦）⼀般社団法⼈東⼤阪⻘年会議所 「ビジネスマナー研修」

平成28年9⽉16⽇（⾦）19:15から80分間、⼀般社団法⼈東⼤阪⻘年会議所主催の会員研修プログラ
ム「ビジネスマナー研修」を寒川由美⼦主席講師と桑野友恵専任講師が担当しました。「報告・連絡・
相談」指⽰命令と報告のコツ、綺麗なお辞儀と接客⼗⼤基礎⽤語、名刺のマナーと扱い⽅、敬語、挨拶
のマナーなど全員参加型の実技実習をしました。皆様ご熱⼼に受講され、すぐに仕事で役⽴つととても
好評でした。皆様のご活躍をお祈りいたします。

2016年7⽉29⽇（⾦）熊本保健科学⼤学2年⽣「現場実習前のマナー研修」

平成28年7⽉29⽇（⾦）熊本保健
科学⼤学にて2年⽣約200名を対象
に「現場実習前のマナー研修」の
授業が⾏われ、⽵本久仁⼦専任講
師が指導しました。1年⽣の時に全
4回のマナー研修を受講していた⽣
徒達なので、今回は復習がメイン
でした。⾝だしなみ、⽴ち姿・⽴
礼はじめ基本の⽴ち居振る舞い、
⾃⼰紹介、様々なシーンでの挨拶

など、全員がほぼ完璧に出来ていました。9⽉に⾏われる現場実習がより充実したものとなるよう願っ
ています。

2016年7⽉26⽇（⽕）甲南⼥⼦⼤学理学療法学科4年⽣「就職⾯接のマナー講座」

平成28年7⽉26⽇（⽕）甲南⼥⼦⼤学
理学療法学科4年⽣の「就職⾯接のマナ
ー講座」を寒川由美⼦主席講師が担当し
ました。⾝だしなみのマナー、受付・控
室・化粧室・廊下のマナー、美しい⽴ち
振る舞い、挨拶・⾃⼰紹介、⾯接質問の
受答え、内定のお礼状など実技を何度も
繰り返し、⾝につくよう練習しました。
今までのマナー講義を思い出し、⾃信を
持って⾯接に挑んで頂きたいです。以前

から病院実習先で褒められる学⽣たちですので、第⼀志望に内定がいただけると期待しています。

2016年7⽉25⽇（⽉）⻄⽇本旅客鉄道株式会社株式会社 「秘書研修」

平成28年7⽉25⽇（⽉）⻄⽇本旅客鉄道株式会社株式会社の⻄⽇本各地の⽀社から秘書が参加され
「秘書研修」が⾏われました。寒川由美⼦主席講師と阪上邦⼦専任講師が担当しました。秘書業務の⼼



得、⾝だしなみのマナー、電話のマナー、案内、お茶の出し⽅、席次のマナー、⽇本料理・洋⾷のマナ
ー、お酒の注ぎ⽅、乾杯のマナーなど、秘書が業務に使える内容を実技実習していただきました。上司
が仕事をし易くなるよう補佐する役⽬でもある秘書は、体調管理も含め、機転を利かし、気配りをする
事も⼤切な仕事です。いつも周囲の動向に⽬を向け頑張っていただきたいと思います。

2016年7⽉8⽇、15⽇、20⽇ 本四海峡バス 「バス運転⼠の接客マナー研修」

28年7⽉8⽇（⾦）４回⽬の本四海峡バス運転⼠
研修があり、寒川由美⼦主席専任講師と、アシス
タントを相良まゆみ専任講師が担当しました。５
回⽬の7⽉15⽇は⽵本久仁⼦専任講師、 ６回⽬
の7⽉20⽇は阪上邦⼦専任講師がそれぞれアシス
タントを務めました。受講者は毎回交代の為、１
回６時間じっくりと学び実践していただきまし
た。印象の良い⾝だしなみのマナー、⾊々な場⾯
での挨拶や季節の挨拶マナー、アナウンスが聞き
やすくなる滑⾆と笑顔レッスン、お客様別に気の

利いた案内など、全てのクレームを改善する接客の仕⽅を具体的に、そして、気配りなど運⾏業務にす
ぐ使える「実践型研修」をしました。受講者のアンケートは、とても前向きで「直ぐに使っていく」
「わかりやすい研修だった」との好評価をいただきました。他社よりも優れた接客の仕⽅を学んでいた
だいたので、今後のお客様からの評価が楽しみです。

2016年7⽉14⽇（⽊） 甲南⼥⼦⼤学看護学科１年⽣ 「実習事前マナー講座」

平成28年7⽉14⽇(⽊）甲南⼥⼦⼤学看護学
科１年⽣の「実習事前マナー講座」が⾏われ
ました。担当は寒川由美⼦主席専任講師で
す。１年⽣の新しいユニホームが初々しい
中、患者様のために整える⾝だしなみ、笑顔
で明るい挨拶など、実習⽣でも出来るマナー
を実技練習しました。現場とはどのような所
なのか、１年⽣から理解するよう具体的に伝
えました。⾃⼰紹介、廊下でのあいさつ、休
憩時や１⽇の最後のあいさつなど、直ぐに使

うマナーが⾝に付くように指導をしました。実習させていただくとうい感謝の気持ちを持って、貴重な
体験を⼼で感じて来て欲しいと願っています。

2016年7⽉14⽇（⽊） ⽇本特殊管製作所 「今どきの冠婚葬祭マナー」

平成28年7⽉14⽇（⽊）⽇本特殊管製作所内
にて、社内勉強会が⾏われ「今どきの冠婚葬
祭マナー」を寒川由美⼦主席専任講師がメイ
ン講師を務め、アシスタントを相良まゆみ専
任講師が担当しました。出⽋返信はがきの書
き⽅や結婚祝いを披露宴受付で渡すのは、タ
ブーであることや、男性は平服ではなく式服
を着⽤し、⼥性は⿊⾊の洋服は着ないことな
ど結婚式でのマナー。また、通夜葬儀に関し
ては、宗教別⾦封紙の書き⽅、仏式、神式、

キリスト教式の弔問の仕⽅、受付での挨拶など、全員で実践練習をしました。⽣活の中で⽋かせない事
ばかりですので、就業後の１時間という短い時間でしたが、皆様とても熱⼼に受講していました。

2016年7⽉5⽇(⽕）愛知⼈間環境⼤学看護学科１年⽣ 「医療現場のマナー講座」

平成28年7⽉5⽇(⽕）愛知県⼤府市にある⼈間環境⼤学看護学科１年⽣108名の‟医療現場のマナー講
座”を寒川由美⼦主席専任講師が担当しました。8⽉からの学外実習に向け、ユニフォーム・⾝だしな
みのマナー、笑顔のあいさつの仕⽅、⾃⼰紹介のマナー、廊下のマナー、ノック、ドア・カーテン開閉
のマナーなど４限・５限の授業を⽣徒達は熱⼼に受けていました。「誰のために」「何を」「なぜ」す
るのかを細かく想定しながら、実技実習に取り組んでいました。体調管理を万全にし、学外実習で頑張
っていただきたいと願っています。

2016年7⽉１⽇（⾦）本四海峡バス 「バス運転⼠の接客マナー研修」



平成28年7⽉１⽇（⾦）10︓00〜17︓00、本四海峡バス運転⼠の第3回⽬の接客マナー研修が⾏われ
ました。メイン講師は寒川由美⼦主席専任講師、アシスタントを桑野専任講師が務めました。マニュア
ル通りの挨拶だけではなく、季節感を取り⼊れお客様を気遣うようなマイクを通してのあいさつは、他
社にない付加価値を持った接客になります。ロールプレイングをしながら、⾃らが考えるあいさつ⾔葉
を実習しました。接客サービス業である以上、運⾏業務だけではなく、動作や⾔葉遣いも⼤切であるこ
とを認識していただけました。笑顔でお客様に接していただくことを願っています。

2016年6⽉28⽇（⽕）和光純薬⼯業⼤阪⼯場労働組合「今どきの冠婚葬祭マナー講演」

平成28年6⽉28⽇（⽕）和光純薬⼯業⼤阪⼯場労働組合主催の「今どきの冠婚葬祭マナー」講演会が
開催されました。寒川由美⼦主席講師をメイン講師に、相良まゆみ講師、阪上邦⼦講師、⼭本明美講師
がアシスタントとして実技⾒本を披露しました。披露宴招待状の返信はがきの書き⽅、結婚祝いのマナ
ー、受付・披露宴でのマナー、結婚式の列席者の服装。弔事では、⾹典のマナー、受付での弔問客の挨
拶のマナー、仏式、神式、キリスト教式での参拝のマナーなど、盛りだくさんの1時間でした。終了後
には、いろいろなご質問をいただき、参加して下さった２５名の社員の皆様は⼤変ご熱⼼でした。社会
⼈には⽋かせない慶事弔事のマナーは⾃信を持って⽣活にお役⽴ていただけると思います。

2016年6⽉24⽇（⾦） 熊本保健科学⼤学看護学科1年⽣ 「マナー授業」

平成28年6⽉24⽇(⾦）熊本保健科学⼤学看護学科1年⽣のマナー授業を寒川由美⼦主席講師が担当し
ました。学舎内は震災の被害があり、壁、床、天井など修繕をしなければならない箇所がいたるところ
にありました。ですが、 職員や学⽣の皆さんが無事だったことが何よりも嬉しい事でした。1年⽣
は、被災者へのボランティア活動を経験した⼈が多く、授業態度も⼤変落ち着いて素直な学⽣ばかりだ
ったことが印象的でした。その経験があるからこそ、⼈に向き合い、寄り添う医療現場でのマナーの重
要性をとてもよく理解していました。11⽉までの授業を通して、更に成⻑されることを願っておりま
す。

2016年6⽉16⽇（⽊） 甲南⼥⼦⼤学 理学療法学科1年⽣「マナー講座」

平成28年6⽉16⽇（⽊）甲南⼥⼦⼤学理学療法学科1年⽣のマナー講座があり、寒川由美⼦主席講師が
担当しました。将来医療現場で仕事をする者として、1年⽣から学習することは、まず授業で先⽣に失
礼のない動作や⼼得、そして社会性を⾝に付けることだと伝えました。将来患者様の理学療法をする皆
さんですから、マナーを⾝に付けることがどのように⼤切かを話しました。⼼を伝えるために⾝だしな
みが必要な理由、あいさつや⾃⼰紹介の仕⽅、敬語で話せるようになることなど、実践を交えあっとい
う間の1時間半でした。⾃分を基準にせず、常に⼈のことを気に掛けることを意識して、これから成⻑
していく姿が楽しみです。



2016年6⽉13⽇(⽇） 本四海峡バス 「運転⼠の接客マナー向上研修」

平成28年6⽉13⽇(⽇)10︓00〜17︓00、本四海峡バス「運転⼠の接客マナー向上研修」が⾏われ、
寒川由美⼦主席講師が担当しました。今回は第1回⽬として14名の⽅々が参加し、7⽉中旬まで受講者
が変わり全6回続きます。⾝だしなみのマナー、あいさつのマナー、そして⾊々なお客様に対応できる
気の利いたあいさつや⼼に届く⼀⾔を実習しました。また、季節のあいさつに取り⼊れる⼆⼗四節気の
知識、クレーム改善マナーなど、職場にマッチしたオリジナルのカリキュラムで研修を⾏いました。安
⼼安全運⾏はもちろんのこと、感じの良い接客でお客様の⼼に残る旅ができるよう付加価値をつける研
修となりました。運転⼠という職業は体調管理も仕事の内です。お体に気をつけて笑顔で運⾏ができま
すように頑張っていただきたいと願います。

2016年6⽉4⽇(⼟)＆8⽇(⽔）株式会社加納「ビジネスマナー 社員研修」

平成28年6⽉4⽇(⼟)＆8⽇(⽔)10︓00〜12︓00 ⼤阪府豊中市にある葬儀社、株式会社加納の社員研
修が⾏われ、寒川由美⼦主席講師が担当しました。社⻑、専務をはじめ約６０名の全社員が「ビジネス
マナー」を受講され、改めてビジネスの基本を学ばれました。⾝だしなのマナー、あいさつのマナー、
電話のマナー、名刺のマナーをカリキュラムに沿って⾃⼰流の部分を修正しながら熱⼼に実技をされて
いました。葬儀社研修の経験がある講師として、お客様が葬儀社に対し何を評価しているのか、他社と
の付加価値の付け⽅などもお伝えしました。時代のニーズにより多様化された葬祭・儀式を執り⾏う会
場として、これからも地域の皆様に、信頼、安⼼、⾏き届いた気働きが提供されることでしょう。

2016年5⽉9⽇＆16⽇(⽉）甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部⼼理学科１年⽣「学⽣としてのマナー」

平成28年5⽉9⽇＆16⽇、甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部⼼理学科１年⽣の授業を寒川由美⼦主席講師が担当
しました。“学⽣としてのマナー”をテーマに、将来の夢を⾒つけるための学⽣⽣活の送り⽅ ⾃分の磨
き⽅、社会のルールや社会性を⾼めること、⾝だしなみのマナー、⾃⼰紹介のマナー、公共のマナー、
教員の研究室訪問の仕⽅、ノックのマナー、メールのマナー、ＳＮＳの注意点などを指導しました。積
極的にチャレンジして、充実した学⽣⽣活を送っていただきたいと願っております。

2016年4⽉18⽇(⽉）⽻曳野市商⼯会・⽻曳野市雇⽤開発協会「⼊社員激励会」

平成28年4⽉18⽇(⽉）⽻曳野市商⼯会・⽻曳野市雇⽤開発協会主催の新⼊社員激励会が開催されまし
た。第2部記念講演にて寒川由美⼦主席講師の「社会⼈としてのルールとオフィスのルール」を１０社
５８名の市内新⼊社員・新⼊職員が受講しました。上⼿な仕事の指⽰の受け⽅とスムーズな報告の仕
⽅、⾝だしなみのマナー、印象の良いあいさつの仕⽅、⾃⼰紹介の基本マナー、名刺の扱いのポイン
ト、電話のマナー、ノックとドア開閉のマナーなど実技実習をしました。新⼈としてこの１年どのよう



に仕事をしていくかなど、内⾯的なアドバイスも伝えました。１時間３０分、とても熱⼼に受講いただ
きましたので、今後の成⻑を楽しみに皆様のご活躍をお祈りしています。

2016年4⽉9⽇ ピュルエル新井薬師「ソーシャルスキルトレーニング お茶のマナー」

平成28年4⽉9⽇（⼟）東京都中野区の放課後等デイサービス・ピュルエル新井薬師にて「お茶のマナ
ー」を相良まゆみ講師が指導しました。ソーシャルスキルトレーニングとして1年を通して講座を受け
持ち、今回が3回⽬となりました。参加した⼦供たちは履物の扱い⽅を練習したり、お茶菓⼦を⼀緒に
盛り付けたりとても楽しそうでした。お茶の頂き⽅や点て⽅も講師の⾒本を真似しながら⼀⽣懸命に頑
張っていました。「お茶のお味はいかがですか︖」と講師からの問いに「いつものお茶と変わらな
い…」と⼦供らしい素直な感想で笑いが絶えない1時間でした。最後はご挨拶と椅⼦の⽴ち座りを練習
しましたが、前回も参加していた⽣徒は⼤変上⼿に出来ていました。反復練習の⼤切さを改めて感じま
した。

2016年4⽉8⽇＆9⽇ 株式会社九州屋「包装ラッピングとマナー」新⼈研修

平成28年4⽉8⽇（⾦）・9⽇（⼟）東京都府中市のホテルコンチネンタル府中にて、⽇本全国で店舗
展開をする⻘果専⾨店、株式会社九州屋の新⼈研修が⾏われました。「⼼と笑顔を添えて・包装ラッピ
ングとマナー」を寒川由美⼦主席講師と阪上邦⼦講師が担当し、新⼊社員10名はとても元気が良く、
気持ちの良い挨拶をしていました。贈答の知識として「熨⽃」「⽔引」「表書きのマナー」「和式・洋
式贈答」などを学んで頂いた後、包装ラッピングの練習をしました。最初はカッターの使い⽅もおぼつ
かない様⼦で簡単な包装にも悪戦苦闘していましたが、みなさん⼤変⼀⽣懸命に取り組んでいました。
1⽇⽬・2⽇⽬3時間ずつ計6時間の研修でしたが、1⽇⽬終了後に⾃主特訓をしていたらしく、2⽇⽬に
は⾒違えるほどに上達していたので講師たちもビックリしました。その熱⼼さを忘れず、これからも頑
張って頂きたいです。

2016年2⽉18⽇ 甲南⼥⼦⼤学看護学科4年⽣ 「社会⼈のマナー講座」

平成28年2⽉18⽇（⽊）甲南⼥⼦⼤学看護学科４年⽣の最終マナー講座を寒川由美⼦主席講師が担当
しました。社会⼈に必要なマナーとして、席次のマナー、電話応対マナー、挨拶のマナー、学位授与式
のマナー、⼊職式⾝だしなみや⼼得のマナーなど、直ぐに役⽴つマナーを受講⽣は熱⼼に受講していま
した。卒業論⽂を提出し、国家試験も終了した最終授業でしたので、ほっとした穏やかさと社会⼈にな
る夢と希望溢れる表情の学⽣達に嬉しい成⻑を感じました。それぞれの道で、技術と資質の向上⼼を忘
れずご活躍されることを祈っています。

2016年2⽉12⽇ 甲南⼥⼦⼤学看護学科2年⽣ 「⼿紙のマナー講座」



平成28年2⽉12⽇（⾦）甲南⼥⼦⼤学看護学科2年⽣の授業を寒川由美⼦主席講師が担当しました。3
年⽣から始まる本格的な病院実習を前に 「⼿紙のマナー」について学びました。実習後には、直ぐに
お礼状を出さなければなりません。封筒、便箋、切⼿の選び⽅。インクの⾊や書き⽅、構成（頭語、前
⽂、主⽂、末⽂、結語、後付）便箋の折り⽅、封筒の⼊れ⽅、封の仕⽅、住所宛名の表書き、差出⼈の
書き⽅など細かく指導しました。お礼状は、就職活動で内定をいただいても出します。また内定辞退に
はお詫び状が必要です。授業で習った通り、⼼のこもった⼿紙を書いていだきたいと思います。

2016年1⽉29⽇ 甲南⼥⼦⼤学理学療法学科 「病院実習前のマナー講座」

平成28年1⽉29⽇（⾦）甲南⼥⼦⼤学理学療法学科３回⽣を対象に寒川由美⼦主席講師が「病院実習
前のマナー講座」の授業をしました。制服・ユニフォームの⾝だしなみや注意ポイント、職場での⾃⼰
紹介、患者様への⾃⼰紹介、いろいろな場⾯でのあいさつの仕⽅、感じの良い声の掛け⽅など病院内で
のマナーを実践で⾝に付けていただきました。授業翌⽇は、実習先から理学療法⼠の先⽣⽅が来学し、
⼀⼈ずつ⾃⼰紹介をする予定でしたので、⽣徒達も気を引き締めて受講していました。⼤学の先⽣から
は、「毎年実習先からお褒めいただいております」 と嬉しいお⾔葉をいただきました。実習で経験さ
れることを沢⼭吸収し、信頼される⼈材になれるよう成⻑を願っています。

2015年12⽉22⽇ 医療法⼈協和マリナホスピタル「医療介護マナーセミナー・訪問の基本」

平成27年12⽉22⽇（⽕）16︓30〜18︓00、兵庫県⻄宮市内の協和マリナホスピタルにて「⼼に⼿
の届く医療介護マナーセミナー」が開催され、今年も篠⽥弥寿⼦宗家が講師を務めました。毎年⼤変好
評で、同病院の年末のセミナーとして定着しており、約100名の医療関係従事者が集まりました。今回
は「知っておきたい訪問の基本マナー」をテーマに、訪問時の⽞関外やドア開閉のマナー、挨拶や名刺
交換のマナーなどをアシスタントの相良まゆみ講師と阪上邦⼦講師の実技⾒本を交えて講演しました。
受講者の皆様は、忙しい中で時間を割き、⼤変熱⼼に受講していました。

2015年11⽉27⽇ 熊本保健科学⼤学看護学科 「病院実習前のマナー講義」

平成27年11⽉27⽇（⾦）熊本保健科学⼤学看護学科1年⽣を対象に寒川由美⼦主席講師が「病院実習
前のマナー講義」を⾏いました。看護実習のユニホームを着⽤し、⾝だしなみのマナー、朝の挨拶から
実習前の⾃⼰紹介、廊下での挨拶、休憩時の挨拶、帰りの挨拶まで、特にあいさつに重点をおき、実
技・実習をしました。笑顔で明るく⾃分から先に挨拶をすることの⼤切さを学び⾝に付けて、初めて病
院実習に向かいます。⾃分の健康管理も実習の内、⼼に感じる貴重な体験で、現場のマナーの⼤切さを
感じてほしいと願っております。

2015年11⽉13⽇ 甲南⼥⼦⼤学メディア表現学科 「マナー講座〜就職に向けて〜」



平成27年11⽉13⽇（⾦）
甲南⼥⼦⼤学にて「社会⼈
としてのマナー講座〜就職
に向けて〜」を岸上⼩夜⼦
講師が指導しました。メデ
ィア表現学科２年⽣７６名
が受講し、OGを頼って⾏
く会社訪問時のマナー、⾔
葉の使い⽅〜お礼状の書き
⽅、社会⼈に求められる要
素、学⽣と社会⼈の違い、

⽴ち居振る舞い等を学んで頂きました。1年⽣で学んで頂いた基本的な⽴ち居振る舞いがベースにあ
り、次のステップとして真剣に取り組んでいる姿はとても好感がもてました。2016年卒業の⽅々から
就職活動解禁時期が従来と変わり、⽣徒も企業も混乱しているのが現状のようです。今後も変わる可能
性もあり、⼜、外資系企業など枠にとらわれない採⽤活動をする企業も増えており、進路の決定や情報
収集等、⾃⼰責任の範囲が広がる状況にあります。そのような状況の中、何をしておく必要があるのか
ということに焦点をあて講座を進めました。なりたい⾃分に必ずなれるよう⽇々の⾏動の中でマナーを
⼼がけて頂きたいと思います。

2015年10⽉27⽇ 甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部 「就職活動に向けてのマナー研修」

平成27年10⽉27⽇（⽕）甲南⼥⼦⼤学⼈間科学部・⼼理学科3回⽣約110名を対象に「就職活動に向
けてのマナー研修」を⽵本久仁⼦講師が担当しました。「基本のマナーを⾝につけて就職活動を成功さ
せましょう」という話から始め、⾝だしなみや挨拶の重要性をお伝えしました。実技の時間もたっぷり
取り、⽴ち姿・お辞儀を始め、⾃⼰紹介やドアの⼊退室の仕⽅、冬場のコートの脱ぎ⽅着⽅なども指導
しました。就職活動を⽬前に控えた3回⽣だけあって、学⽣達が真剣に受講しているのが伝わって参り
ました。就職活動の成功をお祈りしています。

2015年10⽉26⽇ 奈良県宇陀市⽴榛原中学校「職場でのマナー・アドバイス研修」

平成27年10⽉26⽇
（⽉）奈良県宇陀市
⽴榛原中学校体育館
にて「職場でのマナ
ー・アドバイス」を
相良まゆみ講師が研
修しました。中学2
年⽣150名が職場体
験に向けて⾝だしな
み・お辞儀・⾃⼰紹

介・椅⼦の⽴ち座りなど「職場でのマナー」を学びました。学⽣たちは、少し寒い⽇でしたが体育館の
中で熱⼼に⽿を傾けていました。実技は 各クラスの代表男⼥各1名が⾏い、⾃⼰紹介は全員で練習し
ました。研修終了後は各クラスにて、⼀⼈⼀⼈が熱⼼に復習を⾏い、参加して下さった先⽣8名を始め
⽣徒⼀⼈⼀⼈がマナーの必要性を感じたと感想を頂きました。

2015年10⽉23⽇ 熊本保健科学⼤学看護学科 「現場実習のマナー研修」

平成27年10⽉23⽇（⾦）熊本保健科学⼤学にて、看護学科1回⽣の約120名を対象に、⽵本久仁⼦講
師が12⽉の現場実習に向けて「マナー研修」を⾏いました。3回⽬となる今回は、⾔葉遣い（敬語、曖
昧⾔葉・マイナス⾔葉を使わない）の実習訓練をしました。敬語を使い慣れていない学⽣ですが、⼀⽣
懸命考え答えようとする姿に真剣さが伝わって参りました。復習で⾏った⽴ち姿やお辞儀などの実技は
全員、綺麗にきまっていました。1回⽣にとって初めての現場実習となりますが、マナー研修で学んだ
ことを確実にこなし実りある実習となることを、そして更なる成⻑を期待しています。

2015年9⽉30⽇ 医療法⼈ 協和会「⼼に⼿の届く 医療・介護・福祉スタッフのマナー講座」

平成27年9⽉30⽇(⽔）13︓30〜16︓30、医療法⼈協和会・千⾥中央病院法⼈研修センターにて「医
療・介護・福祉スタッフのマナー講座」が⾏われました。篠⽥弥寿⼦宗家が講師を務め、桑野友恵講師



がアシスタントを務めた3時間の研修に、協和会の介護職の中から選抜された５０名の⽅が参加されま
した。⾝だしなみや受付での対応など医療スタッフの基本マナーから始まり、院内・施設内の場所別マ
ナーでは、病室への⼊退室マナー、個室・⼤部屋の患者様への⼼配り、エレベーターや廊下階段での案
内マナー、診察室・検査室での⾯談時の⼼得など細かく実践的なマナーを指導しました。「介護職は研
修で寝てしまう⼈も多いのですが、みんな篠⽥宗家の話を頷きながら聞いていたので、すごい︕と思い
ました。やはり介護の経験もあり、介護職の⼤変さをよく分かっている篠⽥宗家ならではの⾊々なお話
に納得ができたのではないかと思います。」と⼤好評でした。

2015年10⽉3⽇ 株式会社カネタ「ビジネスマナー研修」

平成27年10⽉3⽇(⼟）株
式会社カネタで、寒川由美
⼦主席専任講師のビジネス
マナー研修がありました。
⽉１回の勉強会を実施され
ている鉄⼯製造業の企業様
だけあり、社⻑をはじめ営
業事務職９名、製造部⾨１
０名の⽅々が実技も含めて
熱⼼に取り組まれました。

ビジネスマナーは、初めての導⼊とのことで、社会⼈としてのマナー、オフィスのルール、⾝だしな
み、感じの良い接客挨拶、電話や名刺マナーなどマナーの基本を２時間指導しました。ビジネスだけで
はなく、社会⼈としての基本知識を改めて⾝につける機会は貴重です。カネタ様のますますのご繁栄を
お祈りしております。ご依頼有難うございました。

過去の研修・講演報告はこちら

マナーニュース

2017年3⽉26⽇ ⽇本調理師連合会・⼤阪府調理師会「平成⼆⼗九年度春季式典」

平成29年3⽉26⽇（⽇）シェラトン都
ホテル⼤阪にて開催されました、⽇本
調理師連合会・⼤阪府調理師会「春季
式典・懇親宴」に篠⽥弥寿⼦宗家と寒
川由美⼦主席講師が出席しました。 
参加者約300名のうち、⼥性は10名余
りでしたが、乾杯の⾳頭では、篠⽥宗
家が⼥性でただ⼀⼈指名され壇上へ上
がりました。

2016年10⽉15⽇(⼟)&16⽇(⽇)  寒川主席講師「お付き合いの極意セミナー」無料開催︕

平成28年10⽉15⽇（⼟）と16⽇（⽇）の奈良県の新築そっくりさんリフォームカウンター⾹芝にて
寒川主席講師の「お付き合いの極意セミナー」が開催されます。開催時間は14時〜16時、完全予約制
で参加無料です。 
（こちらのセミナーは終了いたしました）

2015年1⽉11⽇（⽇）「⽂楽公演鑑賞会」 ⽇本現代作法会ささの会⾏事

http://jms1989.com/past_topics.html


平成２７年１⽉１１⽇（⽇）⽇本現代作法会ささの会⾏事
「⽂楽公演鑑賞会」に篠⽥弥寿⼦宗家と⾼原事務局⻑が参加
しました。寒川主席講師をはじめ講師の皆様や⽇本現代作法
会会員の皆様と共に⼤阪国⽴⽂楽劇場で⼈形浄瑠璃を楽しん
で来ました。 
【四⼗数年ぶりの⽂楽】  
〜⽇本マナーサービス（株） 事務局⻑ ⾼原 育⼦〜  
⽂楽が⼤好きな私は若かりし頃、⼈間国宝の⼈形遣い吉⽥⽂
雀様にとても可愛がって頂き、道頓堀の「⽂楽座」に何年も
通いました。お芝居が終わると太夫の先⽣や⼈形遣いの先⽣
の楽屋で良く遊ばせて頂きました。今や先⽣⽅は⼤幹部に成

られましたが懐かしいお顔は年が経っても直ぐに分りました。私共夫婦の結婚披露宴には公演の合間を
縫って吉⽥⽂雀様や⼈間国宝の吉⽥蓑助様がお祝いに｢寿三番叟｣を舞いに来て下さいました。そんな
懐かしい思い出に浸りながら今回の⽂楽鑑賞をさせて頂きました。この機会を下さいました⽇本現代作
法会の幹事の皆様に改めてお礼を申し上げます。

2013年10⽉25⽇ 篠⽥弥寿⼦宗家 フィリピン共和国マバラカット市⻑より感謝状 授与︕

篠⽥弥寿⼦宗家はご家族やご友⼈の⽅々と⼀緒に、毎
年フィリピンの恵まれない⼦供たちに ⾐類、⽇⽤品、
⽂房具、雑貨、 おもちゃなどを寄付しています。今年
もその貢献と⽀援に対してフィリピン共和国マバラカ
ット市のホン・マリノ・P・モラレス市⻑から感謝状
が届きました。⼦供たちは⽇本からの贈り物が届くの
をとても楽しみに、⼼待ちにしているそうです。 
〜感謝状要約〜 
マバラカット市の「世界平和都市」「世界平和の祈
り」巡礼宣⾔16周年記念への⽀援とあなたの計り知れ
ない貢献に感謝致します。

2013年6⽉12⽇（⽔） レモール 「ベストサンクス」 篠⽥弥寿⼦宗家取材︕

平成２５年６⽉１２⽇（⽔）レモール発⾏の出産内
祝い専⾨ギフトカタログ「ベストサンクス」の内祝
いの基本マナーページの取材を篠⽥弥寿⼦宗家が受
けました。 
○内祝いとは︖ 
○いつこ頃贈るのか︖ 
○⾦額の⽬安や定番の贈り物は︖ 
など基本的なマナーに加えて、内祝いまつわるQ＆A
にお答えしました。７⽉末から８⽉初旬出版予定で
す。

頑張ろう ニッポン︕ 

様々な災害被害にあわれた⽅々のサポートを続けてまいります

東⽇本⼤震災の復興⽀援にご協⼒をお願いします︕

東⽇本⼤震災の復興⽀援にご協⼒をお願いします。 売上⾦は全額各団体へ寄贈いたします。ご購⼊協
⼒をして頂ける⽅は⽇本マナーサービスまでご連絡下さい。 

商品番号 ① 笑顔でつながろうセット  
￥1,000 
⽯巻復興⽀援ネットワークが被災した⼦育て⽀援団体の活動資⾦を捻出するためにクリアファイル・ス
テッカー2枚・ストラップを販売しています。 
 



商品番号② アクリルたわ
し ￥500 
福島市相⾺市の仮設住宅に
おられる皆さまが作られた
アクリルたわしを販売して
います。 
仮設住宅におられる⽅で、
特にご年配の⽅々は仕事が
限られてきます。その様な
⽅々が太い⽑⽷であんだア
クリルたわしです。台所だ
けでなく洗⾯台の清掃など

洗剤なしでも⾮常にきれいになります。

「台⾵１２号 被災者救援」 募⾦のご報告とお礼

⽇本現代作法会の会員の皆さまから台⾵
１２号による被災者の⽅々のための救援
⾦を募り、平成２３年１０⽉１２⽇付け
でお寄せ頂きました３万６千円を朝⽇新
聞厚⽣⽂化事業団へ送⾦しました。被災
者救援⾦は朝⽇新聞厚⽣⽂化事業団から
⽇本⾚⼗字社の⽀部などを通じて被災地
に送られます。ご協⼒いただきました皆
さまに⼼から感謝申し上げます、ありが
とうございました。また被災地の⼀⽇も
早い復旧をお祈りしております。

宮城県塩釜市に篠⽥宗家が⽀援物資を送りました

平成２３年６⽉中旬、宮城県塩釜
市に篠⽥宗家が⽀援物資を送りま
した。⽇本マナーサービス㈱の前
スタッフのご実家が塩釜市にある
ご縁から夏⽤の寝具、タオルケッ
ト、シーツ、肌かけ、バスタオル
などダンボール４箱分を前スタッ
フのご実家に送らせてい頂き、必
要な⽅々へお配り頂きました。ご
実家からは震災の真っ只中にあり
ながら倒れる事のなかった「幸運
のこけし」を3本頂き、⽇本現代作

法会、マナーサービス、篠⽥宗家で１本ずつ⼤切に飾らせていただいております。また、星のり店様か
らは震災の前⽇に海から採取し、運良く津波を逃れた「運が良いのり」をお礼にと送って頂きました。
その他にもお礼のおハガキやお⼿紙をたくさん頂戴しております。

「東⽇本⼤震災義援⾦」 募⾦のご報告とお礼

東⽇本⼤震災による被災者の⽅々の⽀援のた
め、⽇本現代作法会の会員・関係者並びに⽇
本マナーサービス㈱の関係者の皆さまからの
義援⾦をお願いしましたところ、４４万３，
５００円の募⾦を頂きました。平成２３年５
⽉１０⽇付けでお寄せ頂いた義援⾦を⽇本⾚
⼗字社へ送⾦しました。ご協⼒いただきまし
た皆さまに⼼から感謝申し上げます、ありが
とうございました。被災地の⼀⽇も早い復旧
と⼀刻も早く被災者の皆さまのお⼿元に義援
⾦が届くようにお祈りしております。

篠⽥宗家おすすめの素敵なお店 

星のり店  〜東北がんばってます︕〜



平成２３年東⽇本⼤震災の⼤津波で⼤変な被害に合われましたが、頑張っておられます。【星のり店】
星 博様からのメッセージが届いております。どうか皆様も応援をお願いします。 
「３･１１⼤津波が海苔棚、船、機械他多くの資材全てを持ち去ってしまいました。何も無いゼロから
の始まりでしたが、ほんの僅かの資材を準備し海苔を採ることが出来ました。震災前の規模までに戻す
には資⾦⾯、海の環境、様々な問題があります。でも、海と共に⽣きてきた私たち、海を憎まず仲良く
頑張っていきますので、これからもどうぞ宜しくお願い致します。」 ホームページはこちら 

和楽整⾻院  〜篠⽥宗家おすすめの整⾻院です〜

兵庫県⻄宮市にある「和楽」は尾崎晋院⻑が「和みの場所」また「楽しい⼈⽣のお⼿伝いをする場所」
になりたいという思いで作られた整⾻院です。縁があって来られた⽅に“この場所にめぐりあえて良か
った”という思いを持ってもらえるように「⼼」を込めて施術される事を⽅針とされています。とても
親切、丁寧に施術して頂けるので毎⽇お忙しい篠⽥宗家にとっても⾝体の疲れを癒し、ホッとできるお
気に⼊りのお店の⼀つだそうです。宗家も通われる整⾻院︕ご興味のある⽅はぜひ⼀度訪れてみてくだ
さい︕︕ 
和楽整⾻院・・・⻄宮市甲⼦園五番町14-17 シャルマン五番館  ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0798-41-
2882 
ホームページはこちら

 

篠⽥宗家おすすめの推薦図書

続 維新の⼥著者 楠⼾義昭 岩尾光代 / 毎⽇新聞社

旧体制から新時代へ・・・⾰命の波に翻弄されながらも健気に⽣き、 
死んでいった⼥性たちの⼀⽣を残された記録から再⽣した 
毎⽇新聞⽇曜版の連載完結篇。

⼈⽣に悩んだら「⽇本史」に聞こう  著者 ひすい こたろう＆⽩駒 妃登美 / 祥伝社

泣かせる歴史講座で⼤⼈気の「博多の歴⼥」⽩駒妃登美さんとベストセ
ラー「名⾔セラピー」著者ひすいこたろうさんの初コラボ︕ 
 
秀吉、⿓⾺、諭吉・・・・・感動的⽇本⼈２０⼈ 
彼らは「もうダメだ」をどのようにして乗り越えたのか︖ 
 
教科書では絶対に分からない、先⼈たちの知恵と勇気とかっこよさ︕ 
読み終わった後にはきっと「⽇本⼈でよかった・・・・」と感じる事で
しょう。

グリーフケア  ― ⾒送る⼈の悲しみを癒す ―  〜「ひだまりの会」の軌跡〜
 著者 燦ホールディングス株式会社・株式会社公益社 代表取締役社⻑ 古市 耕太郎 
 著者 関⻄学院⼤学⼈間福祉学部 准教授  坂⼝ 幸弘  / 毎⽇新聞社

死別を体験した遺族の⼼と⾝体を⽀える『グリーフケア』についての共著です。 
愛する⼈を喪った悲しみは、⼀⼈で我慢しなくてもいいのです・・・・・ 
第⼀章 「遺族を⽀えるグリーフケア」 
 坂⼝准教授によるグリーフケアの概論 
第⼆章 「ひだまりの会とグリーフケアの軌跡」 
 遺族サポート「ひだまりの会」事務局による死別体験者の⽣の声 
第三章 「葬儀とグリーフケア」 
 古市代表取締役社⻑による葬儀が担うグリーフケアとしての役割 

http://www.hoshinori.jp/
http://www.koushien-waraku.com/


 
⼤震災で家族や友⼈知⼈を亡くされた⽅をはじめ、⼤切な⼈を喪った全
ての⽅々の痛みや苦しみが少しでも和らぐ事を願って、篠⽥宗家からの
推薦本です。 

介護サービスはこうして選びなさい 必要なサービス/いらないサービス
 五⼗嵐 裕⼆ 監修 / 藤本真⼸ 執筆 / 株式会社エクスナレッジ

介護保険制度が導⼊されて10年が経ちました。しかし「介護が必要にな
ったが、どうしたらいいのか︖」「⼊所施設はどこに聞いたらいいの
か︖」などの声は相変わらず多く、制度の利⽤⽅法が広く社会に浸透し
ているとはまだ⾔えません。 
本当に切実な状態にある⼈へ、的確な情報をシンプルに分かりやすく伝
えたい・・・本書には⽇々、介護の現場に⽴つ⼀⼈のケアマネージャー
の思いが込められています。サービスを選ぶ側に⽴った利⽤者⽬線での
解説は、⾃分に合った介護サービスが簡単に選べるような⼯夫が詰まっ
ており、初めての経験で⼾惑うことがあってもやさしく背中を押してく
れる⾔葉に励まされます。 
巻末付録の「迷わず決まる︕事業所⾒学チェックシート」にも、介護の
現場を知り尽くした経験豊富なケアマネならではのノウハウが⽣かされ
ており、初⼼者ではなかなか気付くことのない箇所をおさえたチェック

ポイントは、実際に介護サービスを選ぶ際の強い味⽅になります。

ホーム 研修・講演報告 マスコミ関連 取締役会⻑プロフィール 
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