料理の苦手な男女でも相手の胃袋をつかむワザ❶

恋愛を始めよう❶
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“食”の力を
力UP
人間力・婚活

家事は分担の時代。男性・女
性とも、 食 の力で人間力と
婚活力を養いましょう。食生活
がどれだけ健康や美、仕事に
影響するかを管理栄養士から学びます。簡単料理法の調理

会いたい」と
まずは「また
のポイント
思われる３つ

11.25
Sun

「美と健康を考えた
１週間の献立」
てる
バランスが保
1週間の
で
基本メニュー
力UP
人間力・婚活

料理が面倒になってしまうハードルのひとつは、献立を考
えること。
「今回は、 １週間でバランスが保てる基本となる
１週間献立 を学んで、人間力・結婚力を蓄えましょう。調
理実習・食事の後は、カフェ交流会で異性と楽しい時間を！
申込締切：11月11日
（日）

石田美幸先生

ＩＦＣ栄養専門学校副校長（管理栄養士）

男女 募集

20名

各
会場●パルティ（宇都宮市野沢町）
日時●11月25日
（日）11:00～15:00
定員●独身男女各20人※ 参加費●2000円（食事付）
内容●セミナー・調理・食事・カフェ交流会（スイーツ付き）

※参加対象は20歳以上の宇都宮市在住・在勤・在学または将来宇都宮に住みたい方です

Sat

AIQ(愛Q)”で
独自の指標“
能力診断付き
恋愛に関する

診断で
“AIQ(愛Q)”
して育む秘訣
い
出会 を活か

パート２！ 今回は、出会いを活かして成婚までおつきあい

セミナー。
「まずは『また会いたい』と思われる３つのポイ

で参加者の恋愛に関する能力を測定。自分の個性や強み、

を続けていく具体的な方法を学びます。協会独自のAIQ(愛

ント」を含めた婚活レッスンの基礎編です。婚活初心者も、

弱点克服を知ることからはじまる恋愛レッスン。恋愛から

Q)診断で参加者の恋愛に関する能力を測定後、それぞれ

婚活疲労症候群の方も、参加後はすっきりとした笑顔に。

成婚へのステップアップ法を具体的に学びます。セミナー後

の個性に合わせた人との出会いの活かし方を学びます。カ

カフェ交流会で、３つのポイントを即実践してみましょう！

は、カフェ交流会で多くの異性に実践を！

フェ交流会では、成婚心理学のレッスンを試してみて！

申込締切：10月14日（日）

竹内リョージ先生

結婚コンサルタント。会員の個性を尊重し、
結婚までの道筋を明確に指し示し導くことに
努めている。12年の間に、サポートをした女性
会員の約70％が、平均活動期間11カ月で婚約
するという実績を持つ

会場●ジョワ・デ・サンス
（宇都宮美術館内） 男女
日時●10月27日（土）13:30～16:30
各
定員●独身男女各20人※
参加費●500円
内容●セミナー・カフェ交流会（スイーツ付き）

募集

20名

20名

弾

Sat

「結婚の成功＝成婚
1.26
までの成婚心理学」

会長によるセミナー。まずは、AIQ(愛Q)という独自の指標

男女 募集

塾

「幸せ方程式！
12.8 恋愛上手の自己肯定術」

サポートと成婚率に定評のある結婚コンサルタントによる

ＩＦＣ栄養専門学校副校長（管理栄養士）。
若者の食に関する知識の薄さや、健康管理が
不得手な人たちへ、生活に必要な食品や料理
の組み合わせなど栄養学をふまえて指導
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成婚へのステップアップ❷

（一社）日本ブライダルソムリエ協会講師によるセミナー

石田美幸先生

第4

塾
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成婚率90％を誇る（一社）日本ブライダルソムリエ協会

申込締切：9月２日
（日）

料理の苦手な男女でも相手の胃袋をつかむワザ❷

第5弾

成婚へのステップアップ❶

森の中にいるような癒され空間のカフェで、親切丁寧な

実習と食事の後は、カフェ交流会で多くの異性と交流を！

会場●パルティ（宇都宮市野沢町）
各
日時●９月15日
（土）11:00～15:00
定員●独身男女各20人※ 参加費●2000円（食事付）
内容●セミナー・調理・食事・カフェ交流会（スイーツ付き）
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恋愛を始めよう❷

申込締切：11月18日
（日）

申込締切：１月14日
（月・祝）

長谷川浩一先生

柏木経子先生

（一社）日本ブライダルソムリエ協会会長。
家業の創業30年老舗結婚相談所での現場経
験と、最先端の心理学・脳科学・統計学・コー
チング理論と、成功哲学のエッセンスを取り
入れたサポートプログラムを展開

（一社）日本ブライダルソムリエ協会理事。
数多くの結婚カウンセリングや結婚相談所
経営のコンサルティングでの経験を通して、
独自のＬＱ（恋愛能力指数）トレーニングプ
ログラムを開発。

男女 募集

会場●すまいるプラザ OTOSQ
各
日時●12月8日
（土）13:30～16:30
定員●独身男女各30人※ 参加費●500円
内容●セミナー・カフェ交流会
（スイーツ付き）

30

名

高める
自己肯定感を
HAPPY心理学

講師陣からの
メッセージ

釜川沿いのオシャレなレストラン「シテ・オー

ベルジュ」でまずは和やかに軽食を楽しんで。その後は、楽
しい心理テストを使ったセミナーで、自分の未来について
考えます。人間の心と脳の癖を知って、人生のHAPPYを引
き寄せる方法「１日５分のHAPPY心理学メソッド〜たった
５つの心がけ」で、愛されながら夢を叶えましょう。カフェ
交流会では、セミナーで習得したワザを実践してみて！
申込締切：10月21日（日）

男女の仲は、食から！ 一緒に料理しよう
みや塾第１・４弾講師：石田美幸先生

まずは「5フラれ」を目標に！
みや塾スペシャル講師：木宮行志住職

〈龍雲寺第22世住職・寺コン「吉縁会」創始者〉

私たち「吉縁会」では、まずは年内に５人にフ
ラれることを目標にしてもらいます。自分がフ
ラれることで、相手を思いやりいたわる気持ち
も生まれます。人間性もそこで育まれます。人
は「いま、この瞬間」しか生きられません。フラ
れてもいないうちから、心配してチャンスを逃
している人が多すぎます。「みや塾」スペシャ
ルでは、
「幸せになる心のあり方」についてお話
します。前向きな精神力を鍛える「座禅」
（イ
ス）の仕方も指導します。グループトークと交
流会で多くの異性とセミナーの実践を！

〈ＩＦＣ栄養専門学校副校長・管理栄養士〉

楽しい生活には、心と体の健康が大切。
充実した食生活を送ることで心と体を健康
に保つことができますが、それは「規則正し
くバランスの良い食事」ということではあり
ません。誰とどこで何をどんなふうに食べ
るかが大切なのです。その積み重ねが「家庭
の食事」です。セミナーと調理実習では、誰
にでもできる簡単調理法を！「料理って、こ
んなに簡単なんだ！」って、男性にも女性に
も知ってもらえるはず。一緒に料理をする
とグッと仲よくなれますよ。

男性も女性も、「出逢い脳」で幸せを！
みや塾第５弾講師：柏木経子先生

前田京子先生

会話が弾み、人間関係が楽しくなる秘訣を伝授

千葉商科大学社会人大学院客員講師。日本
薬科大学スポーツ薬学科非常勤講師。心理コ
ンサルタント・人財育成コンサルタント講師・
心理カウンセラー・コーチ心理テスト作家。婚
活著書多数

募集

20名

各

30名

婚活初心者のみなさんも、どんどん応募して！ 新しい出会いを応援します！

「具体的な未来の描き方」

会場●シテ・オーベルジュ 参加費●1500円（軽食付き）
日時●11月３日（土・祝）12:00～16:00
定員●独身男女各20人※
男女
内容●軽食・セミナー・カフェ交流会（スイーツ付き）

男女 募集

会場●すまいるプラザ OTOSQ
各
日時●1月26日
（土）13:30～16:30
定員●独身男女各30人※ 参加費●500円
内容●セミナー・カフェ交流会
（スイーツ付き）

みや塾第３弾講師：前田京子先生

〈心理コンサルタント〉

「自分の人生これからどうなってしまうのだろう…」。
漠然とした不安を抱えているのは、あなただけでは
ありません。どうなるかわからないからこそ、方向
性を見い出すことは大切です。男性も女性も未来の
描き方に必要なのは、「人生で得たい質の条件」。一
緒に未来の描き方とその実現の方法を考えませんか。
心理学と脳科学をベースに、どんな人とでも会話が
弾み、人間関係が楽しくなる秘訣を伝授します。自
分の最幸の人生を歩むヒントをお届けします。

〈
（一社）
日本ブライダルソムリエ協会会長〉

幸せな恋愛・結婚を手に入れるには、幸
せの考え方「出入口の原理」「言葉の力」
を知ることが大事です。
そして、出逢いがない…恋人がいない…
という方は、「出逢い脳」になっていない
からです。仲人歴20年！1200名以上成婚カッ
プルを誕生させたノウハウで、恋愛から結
婚へ導くための４つの「自己肯定術」を分
かりやすくお伝えします。あなたも、セミ
ナー受講後には「出逢い脳」になっている
はず！ ぜひ楽しみにご参加ください。

※メッセージの続きは
みや塾ＨＰでご覧ください

「また会いたい人」になろう！
みや塾第２弾講師：竹内リョージ先生

〈結婚コンサルタント〉

自分と相手の気持ちにフォーカスすれば、
結婚の条件を満たした相手と１年で結婚でき
ますよ。「“いいな”と思う人と出会えない」
「“いいな”と思う人に好かれない、振り向い
てもらえない」「出会っても長続きしない」
そんな経験をした方こそ、ぜひご参加を！ 男
女のすれ違いの多くは、お互いが勘違いをし
てしまっているだけ。その勘違いがなくなれ
ば、
“いいな”と思う異性との距離はスグに縮
まっていきます。「また会いたい」と思われ
る３つのポイントを手に入れましょう。

結婚を成功させる具体的な行動心理学
みや塾第６弾講師：長谷川浩一先生

〈
（一社）日本ブライダルソムリエ協会理事〉

「出会いはあるのに交際に進まない…」
「交
際には入るのに長続きしない…」とお悩みの
方にぜひ！ 1200組超の成婚カップルを誕生
させた結婚相談所の現場でおこなわれる実
践コンサルティングと、最先端の脳科学・
心理学・統計学を融合させた結婚を成功さ
せる成婚哲学です。行動心理学に基づいた
成婚までの具体的な方法で、
“色あせない恋
のはじめ方”から“色あせない愛の育て方”
まで、結婚を成功させるための具体的な方
法をお話します。

