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このたびの東日本大震災により被害を受けられた方々ならびに関係の方々には、心よりお見舞い申し上げます。被災され
た地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
本紙では、全国のお客様サービスプラザにおけるカウンセリング・地域密着・社会貢献に関する活動をお知らせしています。
あなたの街のプラザではどんな活動がされているのか、是非ご覧下さい。

お客様にご納得いただけるまでサポートいたします
お客様からおまとめローンの相談を頂きました。詳細を伺うと、ご利用の１社に
関しては当社で提供できる利率以下でのご利用でした。将来的な返済利息の
負担を含めて説明差し上げ、最適な返済プランを提供いたしました。
今後もお客様の声に、真摯に耳を傾け、お客様に最良の選択を導きだしてい
きたいと思います。

千葉お客様サービスプラザ移転オープン！

千

葉

域
11月7日（月）、千葉お客様サービスプラザは大変賑わいのある富士見商店街の中心に移転オープンをいたしました。
光が差し込む、明るく開放的な店舗であり、通りからも中の様子をご覧いただくことができます。また、新たに設置された
イベントスペースでは、今後様々なイベントを開催する予定です。これからも、地域の一員として、地域に根ざした活動を
行ってまいります。

第２回防災セミナー「今すぐできる地震対策」開催

名 古屋

密

10月27日（木）、あいち自主防災キャラバン隊による防災セミナーを開催しまし
た。当日は東海地震の被害予測をはじめとし、実際に家具転倒防止道具・防
災資機材の取り扱い方法の説明と実演をされました。参加者の方々も一緒に
混じって模擬体験をされ、「大変参考になった」などのご意見をいただきました。
今後も地域の皆様のニーズに合わせて様々な情報発信セミナーを開催して
いきます。

第２回「おもちゃ病院」開催
10月29日（土）、今回もボランティア団体「とんかち」のおもちゃドクターの元にはたく
さんのおもちゃが持ち込まれました。前回開催時におもちゃを完璧に直してもらえ
た感動から、２回目の来訪を頂いたご家族もいらっしゃいました。
男の子が「おもちゃが壊れたら病院に行かなきゃ」と直してもらったおもちゃを、大事
そうに受け取っている真剣なまなざしが印象的でした。今後も定期的に開催してい
く予定です。

着
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心 斎橋

墨アート展示会 開催
10月17日（月）〜10月23日（日）にNPO法人墨アートプロジェクトによる展示会を開催しました。
「誰もが気軽に墨に触れる事ができ機会を創り、墨の魅力を知る機会となれば」という想いで
活動されています。
展示期間中には、ワークショップも開催され家族やカップルの方々にお楽しみ頂きました。

大阪マラソンへボランティアスタッフとして参加
域

10月30日（日）、大阪初の大規模市民マラソンである「第一回大阪マラソン」が開催され、
近畿に在籍する社員23名が沿道整理のボランティアスタッフとして参加致しました。他企
業からのボランティアスタッフも多く、一緒に活動することでメインテーマである『みんなでか
ける虹』に貢献することができました。
第二回以降のマラソン大会へも是非、ボランティアスタッフとして参加したいと思います。

密

安佐勤労青少年ホーム主催 広
「ユーストピアフェスタＡＳＡ」 参加
10月30日（日）、ユーストピアフェスタASAが開催され
ました。テーマ「つながり」に沿ったイベントで賑わい
ました。当プラザは、親子参加のお財布作りの体験
ワークを実施しました。オリジナルのお財布を早速使
用するお子様の姿も見られ、ワーク
を通してお金の扱い方を考えるきっ
かけに繋がったようでした。
今後もご家庭での金銭教育のサ
ポートができるような活動を行って参
ります。

島

アントネロ・メッシーナ氏
絵画展開催

渋

谷

10月10日（土）から２日間、
渋谷お客様サービスプラザ
にて、スイス大使館の後援
を受けて来日されたイタリア
人画家、アントネロ氏の絵
画展が開催されました。
グローバルに活躍されている方々が多数来場され、会場
をご覧になった来場者の方からは「ここは画廊ですか？」
とのお声も。
ある日突然出来た渋谷の美術館に、道行く人も足を止め
「芸術の秋」を感じていらっしゃったようです。

着 社

プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
会

札幌市若者支援総合センタ−
マネ−セミナ−＆カ−ドゲ−ム開催

貢

11月4日（金）、札幌市若者支援総合センタ−の職
業訓練プログラムにおいて午前「カ−ドゲ−ム」
午後「家計管理」「金融トラブル」の3つのセミナ−
を同日に開催致しました。
「お金について考える一日に
なり今後社会に出た時に役
立てたい」などの感想を頂き
ました。

ＮＰＯ法人あむでの
マネ−セミナ−開催

札

11月9日（水）、ＮＰＯ法人あむの職員の皆様へ「家計管理
の重要性」「金融トラブル・インタ−ネット編」についてのマ
ネ−セミナ−を実施致しまし
た。当日は職員の皆様16名
に参加頂き好評の声を頂きま
した。

幌

献
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
若者サポートステーション
「家計管理のすすめ」 開催

心斎橋

10月21日（金）、若者サポートステーション向けに「家計管
理のすすめ」セミナーを開催しました。
同団体は若者の就労を支援する団体であり、「勇気づけ
る」、「目標を知る」事に繋がるセミナーを心掛けました。
「計画を立てる重要性を
改めて知る機会となり、
貯蓄の重要性に気付
けた」と好評でした。

教育委員会の施設にて
『ローン・クレジット』セミナー開催

宇都宮

会

10月11日（火）、教育委員会が運営する施設の職員向け
に『ローン・クレジット』のセミナーを開催しました。職員さん
は仕事柄、地域の方々から様々な相談を受けることがある
とのことから非常に熱心に耳を傾けて頂きました。「今まで
身近に相談できる人
がいなかったので、ど
こに相談すればいい
のかわからなかった。
これからはプロミスさ
んに相談しますね。」
と嬉しいお言葉を頂
きました。

金銭教育プログラム「お金マイスターになろう！！」開催

横

浜

10月18日（火）に横浜市立川上小学校「はまっ子ふれあいスクール」にて第
４回目の「お金マイスターになろう！！」を開催しました。今回の開催で、川
上小学校では延べ１００人を超える「お金マイスター」が誕生しました。今後
も横浜お客様サービスプラザでは「マネーキャリア教育」の確立を目指し情
報発信を行ってまいります。

京

家計管理セミナー開催

都

貢

10月8日（土）、消費生活相談員等から構成される「NPO法人 京都消費生活有資
格者の会」金融部会の皆様に対して、情報発信セミナー『かんたん！家計見直し
術』を開催致しました。
アンケートには「わかりやすかった」「もっと聴きたかった」というお声が多く、講義中
からその後の座談会まで相談員ならではの活発なご意見・ご質問を頂戴し、私ど
もにとっても有意義な時間となりました。今後も積極的に開催致しますので、お気
軽にお問合せくださいませ。

広島中央警察署協働 金融トラブルセミナー開催

広

10月30日（日）、中区身体障害者福祉協議会のメンバーを対象に『金融トラブル
(振り込め詐欺)』のセミナーを開催しました。イラストを使用し、社員によるロールプ
レイングを取り入れ、受講者に配慮した工夫を凝らしました。
また、警察署員による「悪徳商法被害防止」の講義は、実例を交え進行しました。
受講者からは分かり易いと大変ご好評を頂きました。
今後も、被害防止に向け活動を行います。

島

献
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
新宿社会福祉協議会職員向けセミナー

渋

谷

10月28日（金）、新宿区社会福祉協議会職員の方々を対象に「金融トラブル」のセ
ミナーを開催いたしました。
参加者の多くは、地域住民との相談業務に携わっていらっしゃる為、『最近のクレ
ジットカードを介したトラブル事例を知ることができて参考になった』とのお声をい
ただくことができました。

定時制高校にて「カードトラブル」セミナー開催

神

戸

会

10月14日(金)、定時制高校の授業において、卒業を控える学生を対象に「カードト
ラブル」に関するセミナーを開催しました。生徒の皆様には身近なトラブルとして受
け止めて頂き、「将来トラブルに巻き込まれない為の対策が聞けてよかった」とのお
言葉を頂戴しました。これからも地域の皆様へ、金融に関する正しい情報を分かり
やすく発信して参ります。

「家計管理セミナー、及び自動契約機模擬審査体験会」 開催

仙

台

貢

10月21日（金）、消費生活センターを始めとした職員・相談員の方々に向け、自動
契約機模擬審査体験を開催しました。当日は家計管理セミナーも併せて開催し、
相互の取り組みへの理解を深めることが出来ました。立場は違えど多重債務の抑
止という同じ目的を持つ方々が会し、新たな発見や気付きも生れました。終了後、
再度の開催を希望する声も頂き、貴重な交流の場として今後も継続的に開催して
参ります。

生活支援センター主催の勉強会にてセミナー開催

千

葉

11月9日（水）、中核地域生活支援センター「ひだまり」主催の勉強会において、金
融に関する情報発信セミナーを実施しました。
ローンクレジット、家計管理の２つコンテンツを講義させていただき、特に家計管理
編に対する関心が高かったと思います。
当初の予定よりも多い２１名の方にご参加をいただき好評でした。セミナー中に多
くの質問を頂戴し、参加者の関心の高さを改めて感じました。

献
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
エフコープ生活協同組合
『かんたん！家計見直し術』

天

神

会

11月10日（木）、エフコープ
生活協同組合の組合員の
方へ家計管理「かんたん！
家計見直し術」のセミナーを
開催しました。
前回「家計管理のすすめ」
のセミナーを実施し、今回
で２講座目の開催となりまし
た。グループワークで、節約アイデアについて情報共有
をして頂き、とても盛り上がる内容となりました。今後も地
域の皆様のご要望にお応えできるよう積極的に情報発
信を行ってまいります。

あらかわ福祉まつりに
金銭啓発ブースを出展

だまされない！金融トラブル

名古屋

11月12日（土）、名古屋プラザが行う定期開催セミナー
の第二弾として、イベントスペースにて情報発信セミ
ナー「だまされない！金融トラブル」を開催しました。当
日は６名の方が参加され、ヤミ金と振り込め詐欺を中心
に愛知県の実例や傾向を、寸劇を交えながらお伝えし
ました。
参加者からは、「大
変参考になった」
「ソフトヤミ金は知ら
なかったので勉強
になった」などのご
感想をいただきました。

『足立区消費生活展』に参加

新

橋

貢
献 震

11月5日（土）、荒川区社会福祉協議会主催のあらかわ
福祉まつりにおいて、プロミスの金銭啓発ブースを出展し
ました。当日はたくさんの方々にお立ち寄りいただき、振
り込め詐欺被害防止方法や家計管理の考え方をポス
ターでご紹介しました。お子様にはペットボトルで貯金箱
を作ってもらい、お金を貯めることを楽しみながら学んで
いただき、大変好評でした。

10月29日（土）、30日（日）の２日間に渡り開催された、
足立区消費生活展で啓発活動に参加しました。区内
の企業やＮＰＯ法人など様々なブースが出展される
中、消費者センターコーナーにて、足立区で認定さ
れた消費啓発員として『悪徳商法にだまされない為
に』をテーマに情報提供や啓発グッズを配布しました。
今後も様々な啓発を広く地域社会へ向けて発信して
いきます。

災

宮古市生活復興支援センター
スタッフ活動終了

盛

対

10月27日、宮古市生活復興支援センターへの５ヶ月に渡る役務提供
が終了しました。全国のお客様サービスプラザ社員がボランティアセ
ンター運営スタッフとして震災復興支援に携りました。多くの方々との
交流をはじめ、地域社会に貢献できた事は大きな財産となりました。
今回の役務提供で終了ではなく、今後も様々な形で支援を継続して
参ります。

岡

応

発行: 2011.11.24

13

2011.11.22
Vol.13
プロミス株式会社

セ

このたびの東日本大震災により被害を受けられた方々ならびに関係の方々には、心よりお見舞い申し上げます。被災され
た地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
本紙では、全国のお客様サービスプラザにおけるカウンセリング・地域密着・社会貢献に関する活動をお知らせしています。
あなたの街のプラザではどんな活動がされているのか、是非ご覧下さい。

プロミス社員によるセミナー開催
プラザ

相手先

内容

参加人数

H23.10.14

大宮

自治会

金融トラブル

45

H23.10.14

神戸

高校生

金融トラブル

34

H23.10.15

那覇

NPO法人

カードゲーム

19

日付

ミ
ナ

H23.10.15

新橋

小学生

カードゲーム

97

H23.10.16

鹿児島

NPO法人

金融トラブル

6

H23.10.17

鹿児島

一般消費者

金融トラブル

32

H23.10.18

横浜

小学生

カードゲーム

20

H23.10.18

札幌

一般消費者

金融トラブル

10

H23.10.19

金沢

消費生活センター

金融トラブル

7

H23.10.19

札幌

専門学校生

家計管理

2

H23.10.20

那覇

社会福祉協議会

ローン/クレジット

14

H23.10.21

仙台

消費生活センター

家計管理

14

H23.10.21

札幌

公益法人

家計管理

9

H23.10.21

心斎橋

企業団体

家計管理

15

ー
開
催
実

H23.10.23

那覇

公益法人

家計管理

21

H23.10.23

鹿児島

医療福祉機関

金融トラブル

45

H23.10.24

松山

公益法人

金融トラブル

10

H23.10.24

鹿児島

NPO法人

家計管理

15

H23.10.25

札幌

一般消費者

金融トラブル

3

H23.10.26

心斎橋

一般消費者

金融トラブル

5

H23.10.26

札幌

専門学校生

ローン/クレジット

2

H23.10.28

松山

大学生

家計管理

7

H23.10.28

渋谷

社会福祉協議会

金融トラブル

12

H23.10.29

天神

自治会

カードゲーム

15

H23.10.30

広島

公益法人

金融トラブル

22

H23.10.30

渋谷

高校生

金融トラブル

8

H23.10.30

札幌

学生団体

カードゲーム

6

H23.10.31

松山

小学生

カードゲーム

5

H23.11.3

静岡

自治会

金融トラブル

13

H23.11.4

那覇

NPO法人

家計管理

7

H23.11.4

札幌

公益法人

カードゲーム

9

H23.11.4

札幌

公益法人

ローン/クレジット

9

H23.11.6

札幌

公益法人

カードゲーム

36

H23.11.6

札幌

公益法人

金融トラブル

25

H23.11.8

札幌

一般消費者

ローン/クレジット

2

H23.11.9

千葉

公益法人

家計管理

26

H23.11.9

札幌

NPO法人

金融トラブル

15

H23.11.10

大宮

小学生

カードゲーム

20

H23.11.10

天神

消費者団体

家計管理

12

H23.11.11

那覇

公益法人

家計管理

12

H23.11.12

名古屋

一般消費者

金融トラブル

6

績

※H23.10．14〜H23．11．12までの開催実績となります。
※平成23年度は、全国で2,686名の方にご参加いただいております。

備考

公立高校にて開催

警察署との共同開催

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

札幌

 依存症グループセラピー
【日時】11月 30日（水）18:00〜19:45 ※毎週水曜日
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】NPO法人 札幌マック
【料金】無料
依存症に苦しむ女性を対象としたグループセラピーです。

 交流分析基礎講習講座
【日時】 12月 6日（火）18:30〜20:30
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】北海道交流分析勉強会
【料金】500円（資料代）
交流分析とは人の心と行動を快適にする心理学です。どなたでも参加できます。

 ＦＰグループ定期勉強会
【日時】 12月 8日（木）18:30〜20:30
※要予約
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】ＳＧ．ＦＰキューブ札幌
【料金】500円（資料代）
ＦＰに関連する分野の知識や現状を習得する勉強会です。どなたでも参加できます。

 ボラナビカフェ
【日時】 12月 10日（土）13:30〜16:00
※毎月第２土曜日
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】NPO法人 ボラナビ倶楽部
【料金】300円（資料代）
毎回毎テーマを設置。年齢・性別・立場を超えておしゃべりをしませんか？

 ライフイベント作成＆お金のお得情報
【日時】 12月 13日（火）18:30〜20:00
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】プロミス株式会社
※道民カレッジ連携講座
【料金】無料
将来必要な貯蓄目標を立ててみませんか？お金に関して役に立つ情報もお伝えします！

本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

札幌

 アイヌ紋様切り絵教室
【日時】 12月 17日（土）13:00〜17:00
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】Ｔｏｙ Ｔｏｙ屋
【料金】1,500円（材料代）
民族工芸作家が折り紙を用いたアイヌ紋様の切り絵教室を開催します。

 お金に関する定例勉強会
【日時】12月 18日（日）15:00〜18:00
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】札幌で節約・経済・投資の勉強会
【料金】500円（資料代）
詐欺撲滅をコンセプトにお金の制度や仕組みについて幅広く学びます。

 簡単家計見直し術
【日時】 12月 20日（火）18:30〜20:00
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011‑231‑8771）
【主催】プロミス株式会社
※道民カレッジ連携講座
【料金】無料
将来必要な貯蓄目標を立ててみませんか？お金に関して役に立つ情報もお伝えします！

仙台

 小川有紀子 クリスマス ヴァイオリン コンサート
【日時】12月 11日（日）14:00〜14:40 16:00〜16:40 （各回50名）
【場所】仙台お客様サービスプラザ（TEL:022‑268‑6444）
【出演】ヴァイオリニスト 小川 有紀子氏
【料金】無料
小川有紀子氏によるヴァイオリンコンサートを開催致します。

※要予約

 若林区ボランティア講座
【日時】11月 25日（金）13:30〜15:30 （定員25名） ※要予約
【場所】仙台お客様サービスプラザ（TEL:022‑268‑6444）
【主催】仙台市若林区社会福祉協議会
【料金】無料
震災時のボランティアセンター活動報告とボランティアについての講話です。
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

仙台

 若林区ボランティア講座
【日時】12月 2日（金）13:30〜15:30 （定員25名） ※要予約
【場所】仙台お客様サービスプラザ（TEL:022‑268‑6444）
【主催】仙台市若林区社会福祉協議会
【料金】無料
傾聴技法についての講話を開催します。

 若林区ボランティア講座
【日時】 12月 8日 （木） 13:30〜15:30 （定員25名） ※要予約
【場所】仙台お客様サービスプラザ（TEL:022‑268‑6444）
【主催】仙台市若林区社会福祉協議会
【料金】無料
臨床心理士による精神障害についての講話を開催します。

 小さな株式会社の作り方セミナー
【日時】 12月 10日 （土）13:30〜15:15 （定員24名） ※要予約
【場所】仙台お客様サービスプラザ（TEL:022‑268‑6444）
【主催】助っ人みやぎ
【料金】無料
行政書士が株式会社の設立方法やポイントをご紹介します。

千葉

 女性のためのマネー講座
【日時】 11月 29日（火）15:30〜17:00
【場所】千葉お客様サービスプラザ（TEL:043‑224‑4721）
【主催】プロミス（株）
【料金】無料
家計管理についてわかりやすくお話します。

 女性自立の会 有田宏美氏による
「100万円貯める貯蓄生活」講座
【日時】 12月 12日（月）14:00〜15:30 （定員30名） ※要予約
【場所】千葉お客様サービスプラザ（TEL:043‑224‑4721）
【主催】NPO法人女性自立の会 理事長 有田宏美氏
【料金】無料
NPO法人 女性自立の会理事長 有田宏美氏によるセミナーを開催いたします。
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

渋谷

 戸田弥生 クリスマス ヴァイオリン コンサート
【日時】 12月 18日（日）11:00〜11:40 13:00〜13:40 14:30〜15:10
（各回30名）※要予約
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【出演】ヴァイオリニスト 戸田 弥生氏
【料金】無料
戸田弥生氏によるヴァイオリンコンサートを開催致します。

 天然石ブレスレット作成会
【日時】 11月 27日（日）・12月 11日（日） 12:00〜18:00 （各回12名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【講師】岡野 貴代氏
【料金】1,500円（材料代）
自分で天然石を選んでオリジナルのブレスレットを作成します。

 絵画教室「すみれひまわり」
【日時】 12月 1日（木）・ 12月 15日（木） 10:00〜12:30 （各回6名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】文化交流会
【料金】1,500円／1回（材料代）
水彩画教室を開催。初めての方でも基礎から楽しく学べます。

 在日外国人向け日本語教室(Japanese Class)
【日時】 12月 2日（金） 10:00〜12:00
※毎週金曜日(every Friday)
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】世田谷日本語クラス
【料金】1,000円／1ヶ月 (¥1,000／month）（資料代）
外国人向けの日本語教室をおこないます。

本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

渋谷

 クリスマスカード＆スクラップブック教室
【日時】 12月 4日（日） 11:00〜14:00 （定員15名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】スタンプｄｅ 遊び隊
【料金】1,500円（材料代）
世界にひとつだけのX’masカードを作っちゃおう！プレゼントの魅力もUP！

 イブニング・マネー実践塾
【日時】 12月 14日（水） 18:15〜19:45
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】NPOくらしの経済サポートセンター
【料金】500円（資料代）
夢を叶えるお金との上手な付き合い方を対話しながらアットホームに行うセミナーです。

■ くらしに役立つ！お金の講座

「かんたん！家計見直し術」
【日時】 12月 15日（木） 18:00〜19:30 （定員15名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】プロミス（株）
【料金】無料
誰でも出来る！簡単な家計見直し術を紹介します。

 女性自立の会 「再生プログラム」
【日時】 12月 17日（土） 14:00〜16:00
※毎月第３土曜日
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【講師】NPO法人 女性自立の会理事長 有田 宏美氏
【料金】500円（資料代）
女性のためのお金の勉強会を行います。

 カラーセラピーワークショップ
【日時】 12月 23日（金） 13:30〜15:00 （定員6名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【講師】カラーセラピスト 石切山珠子氏
【料金】1,000円（材料代）
ヒーリングカラーを使って「タツノオトシゴ」を描きます。来年の年賀状のイラストにも♪
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

渋谷
■ くらしに役立つ！お金の講座

「ローン・クレジットとの付き合い方」」
【日時】 12月 10日（土） 15:30〜17:00 （定員15名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03‑6861‑2634）
【主催】プロミス（株）
【料金】無料
商品特性や金利の計算方法、ローン・クレジットの安全な使い方について紹介します。

名古屋

 健康吹矢サークル
【日時】 12月 11日（日） 10:30〜12:30 （定員8名） ※毎月第２・第４日曜日
【場所】名古屋お客様サービスプラザ（TEL:052‑856‑2634）
【講師】ナイスエイジ
【料金】1,000円（用具代）
健康吹矢は複式呼吸を用いた有酸素運動です。美容と健康増進に効果的です！

心斎橋

 「冬バッグとあたたか小物展」開催
【日時】 11月 23日（水）〜 12月 4日 （日） 10:00〜20:00
※土日祝日は18:00終了
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】石本 啓子氏
【料金】無料
手作り作家によるバッグ・小物・アクセサリーの展示会を開催します。

 「心の教育の復興」
【日時】 11月 24日（木）・12月 1日（木）・12月 15日（木）
12月 22日（木）・12月 29日（木） 14:00〜15:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】雅祥会
【料金】500円（セミナー参加代）
教育の多面的改革を有識者に語って頂き、これからの教育を考える連続セミナーです。
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

12月度

12

プロミス株式会社

参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

心斎橋

 応援しよう 東北！おはなしのつどい
【日時】 11月 26日（土）・12月 24日（土） 14:00〜15:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】なにわ語り部の会
【料金】無料
親子で楽しめる「日本の昔話」や「世界の童話」を聞いてみませんか？

 語学サロン
【日時】 11月 27日（日）10:00〜12:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】NPO法人 ソルライフネット
【料金】無料
外国語に興味がある方、語学サロンで一緒に学びませんか？

 しあわせメンターによるメンタリング
【日時】 11月 28日（月）・12月 9日（金）12月26日（月） 17:00〜20:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】NPO法人 しあわせメンタースクール
【料金】無料
ご相談者のお悩みを傾聴し、自分自身の答えを引き出すお手伝いを致します。

 しあわせ学セミナー
【日時】 11月 30日（水）・12月30 日（金）18:00〜20:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】NPO法人 しあわせメンタースクール
【料金】無料
しあわせクローバー理論を基にした幸せのあり方を考える無料セミナーです。

 「ペンダント作成」ワークショップ開催
【日時】 12月 4日 （日） 13:00〜17:00
※最終受付は16:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【講師】石本 啓子氏
【料金】500円（材料費）
石やビーズを選んでペンダントトップを作成するワークショップを開催します。
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html
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参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

心斎橋

 人事・労務 無料相談会
【日時】 12月 2日（金）15:00〜20:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】多田労務管理事務所
【料金】無料
社会保険労務士 多田氏による労務や人事規定等の無料相談会を開催します。

 「冬のアート展」開催
【日時】 12月 6日 （火）〜 12月 11日（日） 10:00〜20:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】大阪生涯学習インストラクターの会
【料金】無料
大阪生涯学習インストラクターの会による絵画展を開催します。

 徳治昭「童画展」開催
【日時】 12月 14日（水）〜

12月 27日（火） 10:00〜20:00
※土日祝日は18:00終了
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】徳治昭童画館
【料金】無料
昨年に引き続き、徳治昭氏の「童画展」を開催します。

 ライブペイントイベント「約束〜プロミス」
【日時】 12月 25日（日） 12:00〜16:00 ※見学自由
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06‑7668‑2634）
【主催】BSG
【料金】無料
御堂筋側のショーウィンドウを使用し、ライブペイントのイベントを開催します。

天神

 ライフスタイル心理士 入門講座
【日時】 11月 23日（水）・12月 17日（月）・12月 18日（火）10:00〜18:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092‑687‑8080）
【主催】ヒューマンハートサポート協会
【料金】無料
『エコグラムとアートセラピーによる自分発見』（一般参加可能）
本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html
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参加を希望される方は、お気軽に各お客様サービスプラザまでお問合せください

天神

 水彩画・パステル展
【日時】 11月 24日（木）〜 11月 30日（水） 10:00〜18:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092‑687‑8080）
【主催】渡辺 むつみ氏
【料金】無料
期間中、店内に多くの水彩画・パステル画を展示します。

 福岡哲学カフェ＠天神
【日時】 12月 4日（日）・1月8日（日）・2月5日（日） 10:00〜11:30
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092‑687‑8080）
【主催】（特活）日本ソーシャルコーチ協会
【料金】500円（資料代）
フランスで始まった、日常の言葉で優しく語る対話型の哲学を福岡でも開催。

 注文の多い傾聴カフェ
【日時】 12月 10日（土） 11:00〜20:00 ※毎月10日開催
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092‑687‑8080）
【主催】（特活）日本ソーシャルコーチ協会
【料金】500円（資料代）
傾聴体験型ワークショップで「聴く」ことの大切さを実感します。

本紙及び、バックナンバーにつきましては下記URLよりご覧いただけます
http://www.promise.co.jp/csr/plaza.html

