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- 情報ﾃﾞｻﾞｲﾝの総合力で事業をサポート -

11 月トピックス
●ごあいさつ
●弊社制作ホームページ紹介
●「セカンドライフ」ビジネスセミナー情報
●Ｏh! My-Ｋｏｂｅ〜オススメ神戸情報〜 「須磨海岸」

皆様、本格的に寒くなりましたがいかがお過ごしですか。 ウイズワン迫前です。
先週、私はＫビール会社の懸賞当選でのラッキーがありました。高知県の名産品一式とチル
ドビール 6 本が届きました。名産品は「土佐はちきん地鶏」というブランド地鶏のモモ、ムネ肉
とつくねが 3〜4 人前、そして専用ポン酢でした。 初めて食べる「はちきん地鶏」をトリ鍋にし
ましたが、脂肪が少なくてコクがあり適度な噛み応えがあり美味しかったです。「土佐はちき
ん地鶏」オススメします。熱い鍋と、キリッと冷えたビールはこの季節ならではの楽しみです。

弊社制作ホームページ紹介
Ｓｕｃｒｅ「ネイルケア・ハンドスパサロン」
関西初！堀江に隠れ家的、男性専用のネイルケア・ハンド
スパサロン

母の手当て をコンセプトにした癒しのスポット

Ｓｕｃｒｅ（シュクル）がオープンしました。
ＵＲＬ http://sucre.saloon.jp/

店内は、天然素材のコルク床材を使用したナチュラルテイス
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トで、ゆったり座れるソファーを設置しています。優しいダウンライトの明かりとアロマの香りに
誰もがつい眠りに落ちていくような空間です。そしてハンドケア製品には、STAR NAIL の
CUCCIO（クシオ）を使用しています。 オーナーから教えていただきましたが、「アメリカでは
男性の身だしなみとしてハンドケアが定着しつつある」とか・・・
是非一度、日常のストレスを開放できるその心地よさや、ケア後の効果をお試しください。

なお、今回ニュースレター配信の皆様から抽選で 1 名を無料でご招待いたします。応募方
法はシュクルご招待券応募

アドレス→ mail@withone.net に件名、お名前、郵便番

号、ご住所を入力して送信ください。締め切りは 11 月末日、結果は直接郵送します。

「セカンドライフ」ビジネスセミナー情報
今「セカンドライフ」が話題になっています。もうご存知ですか？
「セカンドライフは、インターネット上の仮想空間」と呼ばれ、その言葉を新聞やテレビで目や
耳にしたりする機会も多いと思います。私も調査していますが中小企業では、どういったビジ
ネスに活用していけばよいのか？など疑問があるのも正直なところです。今回はそんなセカ
ンドライフが、今年一番よくわかる！をテーマにしたセミナーが開催されます。講師は、セカ
ンドライフの実践第一人者 （株）パワービジョン 山田社長です。私も受講予定です。
詳細と申込方法は、主催者のホームページをご覧下さい。 http://www.acs-souken.co.jp
テーマ：

今年一番わかる！「セカンドライフ」ビジネスセミナー

日 時：

平成 19 年 12 月 18 日（火）13：00〜

会 場：

ゆうぽうと五反田

（最寄り駅 ＪＲ山手線 五反田）

参加費：

お 1 人様 ３８,０００円 （懇親会費・消費税込）

対象者：

経営者、後継者、幹部の方

主 催：

（株）アクセスネット経営総合研究所
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Ｏh! Mｙ-Ｋｏｂｅ

〜私のオススメ神戸情報を紹介〜

【須磨海岸】

先日、数年ぶりに私はＪＲ神戸線 須磨駅に下車しました。改札
を抜けた南側を見て驚きました。眼の前は砂浜で１００ｍ先は海
でした。須磨海岸は、神戸市民に「須磨浦海水浴場」として親し
まれています。私も子供の頃には海水浴を楽しみましたが、こん
なに駅から近かったのか 20 年以上昔の記憶は全然よみがえりません。そして海水浴場の沖
からすぐに海苔の養殖場が見え、ここで養殖される須磨海苔は地元の名産品です。須磨は、
源平一の谷合戦の古戦場として有名な地で、歴史と史跡が多くある町でもあります。
今の季節、海は透明度がありきれいです。そして瀬戸内海の穏やかな海を行き来する大
小の船をしばし眺めました。冬の海で、波の寄せては返す音にしばし癒されました。
少し西には明石海峡大橋が見えます。夜間には季節・時間などによって変化するライトアッ
プが施されこれからのクリスマスシーズン、大人のデートにオススメします。
参考：須磨観光協会 http://www.suma-kankokyokai.gr.jp/
＝＝編集後記＝＝
私の英会話に通っていた駅前のＮ英会話教室の撤去作業が行なわれ、再開されないこと
が確定しました。Ｎ英会話の経営方針や顧客に対する姿勢への不満は、常々私も抱いてお
り予測できた事態でした。引き受け会社が条件付きで一部地域でのレッスンを再開していま
すが、わが街での再開情報はありません。残り 3 ヶ月分のポイントを無駄にして残念です。
ニュースレター編集部

発行人 迫前美鈴
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http://blog.withone-jp.net

起業ブログＵＲＬ http://withone.jugem.jp/

セミナーサイトＵＲＬ http://withone.net
本紙は、お客様、セミナーご参加者、お取引先様に役立ち情報や弊社のＰＲ情報をメール配信でお
届けしています。記事は、調査、取材をもとに発行者視点で編集しています。送付不要、ご意見、ご
感想などが、ございましたらお手数ですがウイズワンへお願いします。
Copyright©2006-2007 WITHONE ,All rights reserved.
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お金に効く心理学

こんにちは、心理セラピスト Kannon の高塚です。
みなさんにもちょこちょこお知 らせしていました、大 阪 商 工 会 議 所 主 催 の「経 営 者
のためのメンタルトレーニング」が、無事 、すべて終了しましたぁ〜〜。
講 座参 加者 は、生野 ・東 成支部 で１４名 。住之 江 ・住 吉支部 では、１１名 と、こじん
まりムードの中 での開 催 でした。１０名 前 後 だと、みなさんの名 前 も覚 えられるし、目
も届 くし、参加者 のマインドを汲み取 る事 もできるし、ちょうどいい！って感 じです。
昨 年 も同 じく、講 座 をさせていただいたのですが、どうも、表 舞 台 に立 たされている
ような気 がして、エゴもでてくるし、もうしないと決 めてたのですが・・・。
なぜか話しが舞 い込んで、この秋 、講座を４日間 して、ちょっと感 じが変 わりました。
自 分 の身 に合 ったことをしていれば、表 の人 であっても裏 の人 であっても輝 くものだ
と。。。
輝 いてるからこそ目立 ち、輝きを求 めて、人 が集まる。
輝 きが増 せば増 すほど、光 を求めて、多 くの人が集 まり・・・
輝 きの表現 としておのずと、出版や講演 ・セミナーが用意されている・・・
と。周 りはエライ人 、凄 い人 と見 てるんだから・・・と思 う事 が、傲 慢 さを生 み、錯 覚 さ
せる。「ただ私 は裏 の人 として、輝 いているだけなのだから・・・」 と思 ったら、今 回 の
講座 もとても楽 しく過ごせました。 謙虚 でいられたし、参加 者の方 々とも、いろいろ話
ができてよかったです。
あれほどイヤだった、講 演 やセミナーが、『また来 年 もしたいなぁ〜』『来 てくれた人 に
また会 いたいなぁ〜』と思 えた自分 が不思 議でしたし、成 長 していることを確 認 させて
もらいました。 感謝 ですね♪
◆ ワークショップ【お金に効く心理学】１２月開催日程
１２月 ８日（土） 大阪・ホテル阪急インターナショナル
１２月１７日（月）

〃

受講代金：大阪 12000 円（お茶代込み）
申込み・問合せ先 （株）ウイズワン

078-360-6115

リニューアルしました⇒http://withone.net/

