
一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年３月１５日（木） 

◎会場 高輪倶楽部８Ｆ会議室（ＪＲ品川駅徒歩３分）  

      〒108-0074 東京都港区高輪３-２５-２２ 

      高輪カネオビル８F  

◎時間 １０：００ ～ １３：００ （※受付は９：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ品川カードセミナー ＩＮ品川    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年２月２２日（木） 

◎会場 エル・おおさか（京阪・地下鉄谷町線天満橋駅３００m）  

      〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東３-１４ 

      ６０３号会議室 

◎時間 １０：００ ～ １３：００ （※受付は９：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ大阪カードセミナー ＩＮ大阪    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年２月１９日（月） 

◎会場 ウインクあいち（JＲ名古屋駅桜通口から徒歩５分 ）  

      〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４-３８ 

               １３０５号会議室 

◎時間 １０：００ ～ １３：００ （※受付は９：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ名古屋カードセミナー ＩＮ名古屋    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年２月１７日（土） 

◎会場 高輪倶楽部８Ｆ会議室（ＪＲ品川駅徒歩３分）  

      〒108-0074 東京都港区高輪３-２５-２２ 

      高輪カネオビル８F  

◎時間 １０：００ ～ １３：００ （※受付は９：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ品川カードセミナー ＩＮ品川    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年１月５日（金） 

◎会場 浅草文化観光センター大会議室（東京メトロ浅草駅徒歩１分）  

      〒111-0034  東京都台東区雷門２-１８-９  

      浅草文化観光センター５Ｆ 

◎時間 １３：００ ～ １７：００ （※受付は１２：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ浅草カードセミナー ＩＮ浅草    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成３０年１月２０日（土） 

◎会場 富山県民共済センターサンフォルテ3階研修室３０６ 

      〒930-0805 富山県富山市湊入船町６－７  

◎時間 １０：００ ～ １３：００ （※受付は１２：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ富山カードセミナー ＩＮ富山    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 マスターインストラクター 小島敦子 

 全日空にて17年間、羽田空港のグランドスタッフとして接客業務に従事。責任者のひとり

として、約800名いるスタッフを統括するとともに併せて顧客満足向上プロジェクトに携わり

社内制度の構築業務や社内人材の教育・育成事業を担当。 

 現在は、経営者を対象とした「ファンづくりコンサルタント」として活動。一部上場企業をは

じめとする数多くの企業にて「コミュニケーション」をテーマに1800回以上の講演・研修を実

施。経営者のまわりにいる従業員・仲間・お客様・ステークホルダーを「経営者のファン」に

するためのコミュニケーション術を実践指導をしている。 

◎日程 平成２９年１１月２５日（土） １２月９日（土） 

      ※どちらか選択してください 

◎会場 高輪倶楽部８Ｆ会議室（ＪＲ品川駅徒歩３分）  

      〒108-0074 東京都港区高輪３-２５-２２ 

      高輪カネオビル８F  

◎時間 １４：００ ～ １７：００ （※受付は１３：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ品川カードセミナー ＩＮ品川    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎講師プロフィール 

一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗  

大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、

商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作

る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間３００

日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ１５万人以上。自立型人材育

成の専門家として広く活動している。 

◎日程 平成２９年１０月７日（土） 

◎会場 名古屋ダイヤビルディング1号館5階151会議室 

      （名古屋駅桜通り口から徒歩2分 ）  

      〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目16番22号  

◎時間 １０：３０ ～ １２：３０ （※受付は１０：１５より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ名古屋カードセミナー ＩＮ名古屋    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

【理想の結婚相手カードの目的】【理想の結婚相手カードの目的】【理想の結婚相手カードの目的】【理想の結婚相手カードの目的】    

    「結婚を考えていますか」と質問されて、「いい人がいれ「結婚を考えていますか」と質問されて、「いい人がいれ「結婚を考えていますか」と質問されて、「いい人がいれ「結婚を考えていますか」と質問されて、「いい人がいれ

ば・・・」と答える人は多いと思います。ただ、それだけでは、自ば・・・」と答える人は多いと思います。ただ、それだけでは、自ば・・・」と答える人は多いと思います。ただ、それだけでは、自ば・・・」と答える人は多いと思います。ただ、それだけでは、自

分にとっての「いい人」に巡り会うのは難しいかもしれません。漠分にとっての「いい人」に巡り会うのは難しいかもしれません。漠分にとっての「いい人」に巡り会うのは難しいかもしれません。漠分にとっての「いい人」に巡り会うのは難しいかもしれません。漠

然としていて具体的でないからです。然としていて具体的でないからです。然としていて具体的でないからです。然としていて具体的でないからです。    

    褒め言葉カード協会の実習で、「信号機の赤色は右と左のどちら褒め言葉カード協会の実習で、「信号機の赤色は右と左のどちら褒め言葉カード協会の実習で、「信号機の赤色は右と左のどちら褒め言葉カード協会の実習で、「信号機の赤色は右と左のどちら

側？」「歩行者信号機の進めは上と下のどちら側？」と聞いて、答側？」「歩行者信号機の進めは上と下のどちら側？」と聞いて、答側？」「歩行者信号機の進めは上と下のどちら側？」と聞いて、答側？」「歩行者信号機の進めは上と下のどちら側？」と聞いて、答

えてもらうワークがあります。すると、ほぼ３割の人が間違えまえてもらうワークがあります。すると、ほぼ３割の人が間違えまえてもらうワークがあります。すると、ほぼ３割の人が間違えまえてもらうワークがあります。すると、ほぼ３割の人が間違えま

す。これは、意識をしていないので、普段見えているものでも、そす。これは、意識をしていないので、普段見えているものでも、そす。これは、意識をしていないので、普段見えているものでも、そす。これは、意識をしていないので、普段見えているものでも、そ

の並び方までは気にしていないからなのです。つまりアンテナのの並び方までは気にしていないからなのです。つまりアンテナのの並び方までは気にしていないからなのです。つまりアンテナのの並び方までは気にしていないからなのです。つまりアンテナの

立っていない状態です。立っていない状態です。立っていない状態です。立っていない状態です。    

    理想の結婚相手カードは、理想の結婚相手に求める価値観、性格などをカードにして見える化したもの理想の結婚相手カードは、理想の結婚相手に求める価値観、性格などをカードにして見える化したもの理想の結婚相手カードは、理想の結婚相手に求める価値観、性格などをカードにして見える化したもの理想の結婚相手カードは、理想の結婚相手に求める価値観、性格などをカードにして見える化したもの

です。カードの使い方のとおりに自分にふさわしいカードを選択すると、理想の結婚相手に求める価値観です。カードの使い方のとおりに自分にふさわしいカードを選択すると、理想の結婚相手に求める価値観です。カードの使い方のとおりに自分にふさわしいカードを選択すると、理想の結婚相手に求める価値観です。カードの使い方のとおりに自分にふさわしいカードを選択すると、理想の結婚相手に求める価値観

や性格が一目瞭然になります。理想の結婚相手に求める価値観や性格がカードで具体的になるのです。具や性格が一目瞭然になります。理想の結婚相手に求める価値観や性格がカードで具体的になるのです。具や性格が一目瞭然になります。理想の結婚相手に求める価値観や性格がカードで具体的になるのです。具や性格が一目瞭然になります。理想の結婚相手に求める価値観や性格がカードで具体的になるのです。具

体的なアンテナが立つと、それにふさわしい人を見つけやすくなります。意識しやすくなるからです。も体的なアンテナが立つと、それにふさわしい人を見つけやすくなります。意識しやすくなるからです。も体的なアンテナが立つと、それにふさわしい人を見つけやすくなります。意識しやすくなるからです。も体的なアンテナが立つと、それにふさわしい人を見つけやすくなります。意識しやすくなるからです。も

しかしたら、既に目の前にいるのかもしれません。理想の結婚相手カードを使って、自分にとっての理想しかしたら、既に目の前にいるのかもしれません。理想の結婚相手カードを使って、自分にとっての理想しかしたら、既に目の前にいるのかもしれません。理想の結婚相手カードを使って、自分にとっての理想しかしたら、既に目の前にいるのかもしれません。理想の結婚相手カードを使って、自分にとっての理想

の結婚相手を具体的にし、アンテナを立ててみましょう。の結婚相手を具体的にし、アンテナを立ててみましょう。の結婚相手を具体的にし、アンテナを立ててみましょう。の結婚相手を具体的にし、アンテナを立ててみましょう。    

【効果】【効果】【効果】【効果】    

    独身の方も、結婚されている方も効果があります。結婚したいと思っている方は理想の結婚相手が具体独身の方も、結婚されている方も効果があります。結婚したいと思っている方は理想の結婚相手が具体独身の方も、結婚されている方も効果があります。結婚したいと思っている方は理想の結婚相手が具体独身の方も、結婚されている方も効果があります。結婚したいと思っている方は理想の結婚相手が具体

化します。結婚されている方も、今のパートナーと結婚した理由が明確になります。化します。結婚されている方も、今のパートナーと結婚した理由が明確になります。化します。結婚されている方も、今のパートナーと結婚した理由が明確になります。化します。結婚されている方も、今のパートナーと結婚した理由が明確になります。    

～独身の方も結婚されている方も笑顔になれます～ ～独身の方も結婚されている方も笑顔になれます～   

理想の結婚相手カードを使ってみよう！ 理想の結婚相手カードを使ってみよう！   

理想の結婚相手カードの使い方理想の結婚相手カードの使い方  

１）箱からカードを出します。１）箱からカードを出します。１）箱からカードを出します。１）箱からカードを出します。    

２）レベルのカード３枚を、テーブルの上に置きます。（とっても大切、大切、大切でないと書いてあるカー２）レベルのカード３枚を、テーブルの上に置きます。（とっても大切、大切、大切でないと書いてあるカー２）レベルのカード３枚を、テーブルの上に置きます。（とっても大切、大切、大切でないと書いてあるカー２）レベルのカード３枚を、テーブルの上に置きます。（とっても大切、大切、大切でないと書いてあるカー

ドです）ドです）ドです）ドです）    

３）価値観や性格の書いてある理想の結婚相手カードを１枚ずつ見ながら、レベルの選択をしていきます。絶３）価値観や性格の書いてある理想の結婚相手カードを１枚ずつ見ながら、レベルの選択をしていきます。絶３）価値観や性格の書いてある理想の結婚相手カードを１枚ずつ見ながら、レベルの選択をしていきます。絶３）価値観や性格の書いてある理想の結婚相手カードを１枚ずつ見ながら、レベルの選択をしていきます。絶

対に譲れない価値観や性格は、レベル１のとっても大切のカードの上に置いていきます。それより少し落ちる対に譲れない価値観や性格は、レベル１のとっても大切のカードの上に置いていきます。それより少し落ちる対に譲れない価値観や性格は、レベル１のとっても大切のカードの上に置いていきます。それより少し落ちる対に譲れない価値観や性格は、レベル１のとっても大切のカードの上に置いていきます。それより少し落ちる

けれど大切な価値観や性格は、レベル２の大切のカードの上に置きます。気にしない価値観や性格は、レベルけれど大切な価値観や性格は、レベル２の大切のカードの上に置きます。気にしない価値観や性格は、レベルけれど大切な価値観や性格は、レベル２の大切のカードの上に置きます。気にしない価値観や性格は、レベルけれど大切な価値観や性格は、レベル２の大切のカードの上に置きます。気にしない価値観や性格は、レベル

３の大切でないカードの上に置きます３の大切でないカードの上に置きます３の大切でないカードの上に置きます３の大切でないカードの上に置きます    

４）上記の３）が終わったら、レベル１のとっても大切なところに置いてあるカードだけを集めます。その４）上記の３）が終わったら、レベル１のとっても大切なところに置いてあるカードだけを集めます。その４）上記の３）が終わったら、レベル１のとっても大切なところに置いてあるカードだけを集めます。その４）上記の３）が終わったら、レベル１のとっても大切なところに置いてあるカードだけを集めます。その

カードを基準を上げて、さらにレベル１、レベル２、レベル３のレベルカードの上に選択しながら置いていきカードを基準を上げて、さらにレベル１、レベル２、レベル３のレベルカードの上に選択しながら置いていきカードを基準を上げて、さらにレベル１、レベル２、レベル３のレベルカードの上に選択しながら置いていきカードを基準を上げて、さらにレベル１、レベル２、レベル３のレベルカードの上に選択しながら置いていき

ます。ます。ます。ます。    

５）何度も４）の動作を繰り返して、全部で１０枚にします。５）何度も４）の動作を繰り返して、全部で１０枚にします。５）何度も４）の動作を繰り返して、全部で１０枚にします。５）何度も４）の動作を繰り返して、全部で１０枚にします。    

６）１０枚になったら、カードを並べ替えしながら順位付けをします。理想の結婚相手に求める価値観、性格６）１０枚になったら、カードを並べ替えしながら順位付けをします。理想の結婚相手に求める価値観、性格６）１０枚になったら、カードを並べ替えしながら順位付けをします。理想の結婚相手に求める価値観、性格６）１０枚になったら、カードを並べ替えしながら順位付けをします。理想の結婚相手に求める価値観、性格

などの順位がわかります。などの順位がわかります。などの順位がわかります。などの順位がわかります。    

７）最後に、理想の結婚相手カードを写真に撮ります。そして、いつも、見えるようにします。すると、その７）最後に、理想の結婚相手カードを写真に撮ります。そして、いつも、見えるようにします。すると、その７）最後に、理想の結婚相手カードを写真に撮ります。そして、いつも、見えるようにします。すると、その７）最後に、理想の結婚相手カードを写真に撮ります。そして、いつも、見えるようにします。すると、その

ような理想の相手がみつかる可能性が高まります。ような理想の相手がみつかる可能性が高まります。ような理想の相手がみつかる可能性が高まります。ような理想の相手がみつかる可能性が高まります。    

８）一度だけでなく、何度でも定期的に繰り返すと良いでしょう。自分の成長８）一度だけでなく、何度でも定期的に繰り返すと良いでしょう。自分の成長８）一度だけでなく、何度でも定期的に繰り返すと良いでしょう。自分の成長８）一度だけでなく、何度でも定期的に繰り返すと良いでしょう。自分の成長

とともに、理想の結婚相手に求める価値観や性格が変化していくからです。とともに、理想の結婚相手に求める価値観や性格が変化していくからです。とともに、理想の結婚相手に求める価値観や性格が変化していくからです。とともに、理想の結婚相手に求める価値観や性格が変化していくからです。    

※お友達と一緒に理想の結婚相手カードを使ってみて、お互いの理想の結婚相※お友達と一緒に理想の結婚相手カードを使ってみて、お互いの理想の結婚相※お友達と一緒に理想の結婚相手カードを使ってみて、お互いの理想の結婚相※お友達と一緒に理想の結婚相手カードを使ってみて、お互いの理想の結婚相

手をシェアーすると効果が大きくなります。手をシェアーすると効果が大きくなります。手をシェアーすると効果が大きくなります。手をシェアーすると効果が大きくなります。    

※理想の結婚相手カードにない自分の大切にする価値観や性格があったら、白※理想の結婚相手カードにない自分の大切にする価値観や性格があったら、白※理想の結婚相手カードにない自分の大切にする価値観や性格があったら、白※理想の結婚相手カードにない自分の大切にする価値観や性格があったら、白

紙のカードに記入します。紙のカードに記入します。紙のカードに記入します。紙のカードに記入します。    



一般社団法人日本褒め言葉カード協会 理事長 藤咲徳朗 

〒111-0033 東京都台東区花川戸1-2-8-901 電話 03－5530－8701 

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 マスターインストラクター 小島敦子 

 全日空にて17年間、羽田空港のグランドスタッフとして接客業務に従事。責任者のひとり

として、約800名いるスタッフを統括するとともに併せて顧客満足向上プロジェクトに携わり

社内制度の構築業務や社内人材の教育・育成事業を担当。 

 現在は、経営者を対象とした「ファンづくりコンサルタント」として活動。一部上場企業をは

じめとする数多くの企業にて「コミュニケーション」をテーマに1800回以上の講演・研修を実

施。経営者のまわりにいる従業員・仲間・お客様・ステークホルダーを「経営者のファン」に

するためのコミュニケーション術を実践指導をしている。 

◎日程 平成２９年７月７日（金） ７月３０日（日） 

      ※どちらか選択してください 

◎会場 高輪倶楽部８Ｆ会議室（ＪＲ品川駅徒歩３分）  

      〒108-0074 東京都港区高輪３-２５-２２ 

      高輪カネオビル８F  

◎時間 １４：００ ～ １７：００ （※受付は１３：３０より） 

◎参加希望の場合は、ホームページからお申込みください  

  http://homekotoba.jp 

◎受講料 定価１５,０００円（税込）  

◎お支払 お申し込み後３日以内にお振込みをお願い致します。  

       【振込先】三井住友銀行浅草支店（普）７２４１７３６ 

       一般社団法人日本褒め言葉カード協会へ 

【本セミナーのねらい】理想の結婚相⼿カードを活⽤していただくと次のことに貢献できます︕ 

 ●理想のパートナーのタイプが分かるのでお互いを支え合えるパートナー 
                    を⾒つけられる。 
 ●自己肯定感を高めて、自分にふさわしい人にさりげなく声掛けができるようになる。 

 「理想の結婚相手カード」は理想の結婚相手に求める価値観、性格などを

カードにして見える化したものです。結婚相手に求める価値観、性格などを

幸せな結婚生活を送っている方々を中心にアンケートを取って110枚のカー

ドに厳選しました。結婚相手を見つけるのがなかなかできない人は、どのよ

うな人と自分が結婚したいのかを言語化できていないからです。「理想の結

婚相手カード」を使ったセミナーの受講で自分の理想の結婚相手が分かり

ます。そして、理想の結婚相手価値観シート で、その相手と幸せな結婚生

活を送っている未来をイメージできるようになります。        

◎一般社団法人日本褒め言葉カード協会 

   http://homekotoba.jp 

カードセミナー ＩＮ品川カードセミナー ＩＮ品川    

理想の結婚相手理想の結婚相手  

＜セミナースケジュール＞ 

・アイコンタクト、笑顔、握手実習 

・今日の目標～理想の結婚相手カードを学ぶ 

・ハッピー＆スマイル～最近、嬉しかったこと 

・どちらが好きか実習 ・観察力研修 ・価値観行動演習  

・どんな人が好きですか～ペアで5分ずつ話す 

・理想の結婚相手カード研修～カードゲーム 

・結婚相手カードのシェアー 

※セミナー内容は変更になる場合があります 

「いい人」 

ってどんな

人？？？ 


