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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。

将来のくらしについてのご不安、
一緒に考えてみませんか？
今後迎える年金生活へのご相談を頂きました。備えをしてこなかっ
た為、将来うまく生活ができるかご不安とのこと。今の家計や退職・
年金などの見通しなどをお伺いし、今後の家計見直しを具体的に
ご相談しました。。その後の生活を歩むのはお客様ご自身ではあり
ますが、「ただ不安だったが何をすればいいのか分かった」とのお
言葉。最初の一歩をお手伝いできたのではないかと思います。

どうしても貯められないあなたのための
今年こそ100万円貯める貯金生活

千

葉

12月12日（月）、千葉お客様サービスプラザで、「NPO法人女性自立の
会」理事長有田宏美先生によるセミナーを開催しました。
学生の参加者も多く、学生の方がこれから社会に出る際にも、とても参
考になる内容でした。
参加者からは「家計簿を毎月つけてたが、実際に支出の集計までしてな
かった。セミナーを通じて生活の幅を知り、お金と向き合う良い機会に
なった。」との感想を頂きました。
域

「クリスマス献血キャンペーン2011」参加

名 古 屋

12月18日（日）、名古屋市中区の栄広場にて、日本赤十字社愛知県赤十
字血液センター主催、愛知県学生献血連盟によるクリスマス献血キャン
ペーン2011にスタッフとして参加しました。夏に引き続き2回目の参加で
あり、当日は150人以上の学生と一緒に献血の呼び込み活動や受付をし
ました。今後も献血活動を通して、地域社会の一員として地域に根ざした
活動を継続していきます。

『神戸ルミナリエ2011』スタッフ活動参加！！

神

戸

密

12月1日（木）〜12月12日（月）の12日間「神戸ルミナリエ 2011」が開催さ
れました。昨年に引き続き、神戸お客様サービスプラザの社員もスタッフ
として参加し、市民ボランティアの方々と共に、会場内でのおもてなし業
務や清掃活動等を行いました。今年は、東日本被災地復興支援ゾーンも
設けられ、342万人の方が来場されました。今後も地域のお役に立てる活
動に積極的に参加して参ります。

金子善明氏による
「抽象表現へのいざない展」を開催

心 斎 橋

着

12月28日（水）〜1月9日（月）まで当社イベントスペース内にて展示会を開催し
ました。冬休み期間という事もあり、地元の方々以外にも多くの旅行者が見学
に来られ、作品を熱心にご覧になっていました。
又、開催期間中には、ワークショップが開催され、ご家族連れでの参加など、沢
山の方々に「抽象表現」に触れて頂く事が出来ました。
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BSG主催ライブペインティングイベント
「プロミス〜約束」を開催

心斎橋

12月25日（日）、BSGのアーティスト2人によるライブペインティングイベン
トを開催しました。
御堂筋側の看板をキャンパスに見立て、巨大な絵画を作成しました。
道行く人々が立ち止まり、カメラで撮影をされる場面も見られ、好評なイ
ベントとなりました。
次回は、バレンタインシーズンに開催したいとの事で、2月11日（土）に開
催予定です。

徳治昭童画館主催「童画展」開催
域

12月13日（火）〜12月27日（火）、徳治昭童画館による童画展を開催
しました。開催期間中には122名の来訪者あり、「子どもが喜びそうな
絵ですね。子どもがみたら凄く喜びます。」、「色使いがとても綺麗で、
見ていて温かい気持ちになりました」といったような声も上がりました。
主催の徳治昭様からは、「来年も是非宜しくお願い致します」と要望も
頂き、３年連続の定番イベントとなればと思います。

「クリスマスリース作り」開催

天

神

12月11日（日）、詠（うた）さん主催により天神お客様サービスプラザ
のイベントスペースにて「クリスマスリース作り」イベントが開催されま
した。ベルや松ぼっくりなどの小物を自由にリースに飾りつけ、参加
者それぞれ個性あふれる作品ができあがりました。参加した子どもた
ちもとても喜び、自分で作ったリースを大事に持ち帰りました。終始
賑わい、素敵なイベント開催となりました。

密

「エールバック展」開催
12月29日（木）〜1月8日（日）の期間、天神お客様サービスプラザのイベ
ントスペースにて「エールバック展」が開催されました。
被災地に向けた応援メッセージがこもった、エコバックにイラストや刺繍
が施された作品を展示。元気を送ることを目的とされました。集まったメッ
セージには「明るい未来を信じて頑張ろう」「あなたの笑顔は周りを元気に
します」などの言葉がありました。

「クリスマスディスプレイ」

着

福岡デザイン専門学校提供の『クリスマスディスプレイコンテスト』入選作
品を、天神お客様サービスプラザのウインドウスペースへ展示頂きまし
た。芸術家の卵となる学生が凝らした作品は、天神を彩るクリスマスイル
ミネーションを一層華やかに演出し、通行人の中には、足を止め写真を
撮られる方も多く見受けられました。短い開催でありましたが、素敵なクリ
スマスイベントとなりました。
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
札幌市内の児童養護施設にて金融トラブルと家計管理セミナー開催

札

幌

12月10日（土）、札幌市内の児童養護施設の児童に対して、「金融トラブ
ル」と「家計管理」をテーマにした啓発セミナーを開催しました。当日は31
名の方々が参加、質問を多く取り入れた講義内容と、参加者の皆様の活
発な発言で非常に盛り上がったセミナーとなりました。「お金の正しい使い
方についてもっと聞きたい」「様々なトラブルをもっと知りたい」などの声を
頂きました。

会

札幌市太平児童会館にて
「カードゲーム／お金の役割」開催
12月27日（火）、札
幌市太平児童会館
で「カードゲーム/お
金の役割」を開催し
ました。当日は、27
名の小学生が参加、カードゲームを通し
て「お金の歴史」や「お金の3つの役割」を
一緒に楽しみながら学んでくれました。最
後には、これからお金を大切に使うことを
約束してくれました。今後も、札幌お客様
サービスプラザでは小学生にお金の大切
さを伝えていきたいと思います。

札幌市自閉症・発達障がい
支援センターにおいてセミナー開催
12月16日（金）、社会福祉法
人の支援センターの職員5名
を含む12名の方を対象に
カードとインターネットトラブル
をテーマとした出前講座を開
催しました。参加頂いた方からは「身近な題材だった
ため、知識の確認と共に、あらためて自分の行動を
振り返りたい」、「お金のことを考える良い機会となっ
た」、「ライフプランニングをテーマとした講義も開催
して欲しい」等のお言葉を頂きました。

貢

「昭和小学童保育所あそびっこクラブ」にてカードゲーム開催！

千

葉

12月26日（月）、千葉県袖ヶ浦市内の学童保育所にて、小学1年生〜6
年生向けにカードゲームを開催しました。冬休み真っ只中の子どもたち
は、元気いっぱいに一生懸命取り組んでいました。お年玉やお小遣いを
「お金の便利さや大切さ」を考えながら使う為の良い機会となりました。
子どもたちからは「とっても勉強になりました。楽しかったです。また来て
下さい。」とお礼の言葉を頂きました。

ふれあい会食にて『金融トラブル』セミナー開催！

献

12月12日（月）、桜木地区社会福祉協議会が開催する「ふれあい会食」
にて、地域の方、そして、ボランティアスタッフの方に対し、金融トラブル
セミナーを開催しました。最近の巧妙化した手口・被害についての実例
に熱心に耳を傾けていただき、トラブルの認知向上を図ることができまし
た。プロミスへの理解浸透と地域からの被害抑止を目的に、啓発活動を
継続していきたいと思います。

大

宮
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
ＮＰＯ法人チキンファクトリー主催
研修会での「金融トラブル講座」発信

会

12月21日（水）、同
ＮＰＯ法人主催の
研修会で「金融ト
ラブル〜インター
ネットトラブル編
〜」のセミナーを
開催しました。
参加者は介護関連の資格取得を目指されて
いる方々で、今後関わるお年寄りがもし被害
にあったらどうすれば良いかという視点で熱
心に受講されていました。また、お年寄りだけ
でなく自分たちも巻き込まれる可能性が高い
身近な問題としても関心を持たれていました。

渋

しぶやマネー塾「ローン・
クレジットとの付き合い方講座」開催

谷

12月10日（土）、渋
谷プラザ定期セミ
ナー「しぶやマネー
塾」を開催しました。
契約やローンの仕組
みについての講座に
加えて、住宅ローン
や預金など、身近な利息の計算にチャレンジし
ていただきました。利息計算は日常生活にも役
立つ知識ということで参加者の方々に大変好評
でした。今後も毎月様々なテーマで開催致しま
すので、皆様のご参加をお待ちしております。

子供支援施設「きゃら」にて『カードゲーム／お金の役割』を開催

名古屋

1月6日（金）、名古屋市緑区にある託児施設「親と子のホッとスペース
きゃら」にて『カードゲーム／お金の役割』を開催しました。小学校1年生
から4年生までの子供たちは、チームで協力しながら元気一杯にクイズ
や質問に答えてくれました。その姿を見た先生たちからは「わんぱくな彼
らが集中して楽しく勉強できてよかった」と感想を頂きました。
貢

大阪市北区役所主催「ローン・クレジットセミナー」開催

梅

田

12月10日（土）、大阪市北区役所主催の生涯学習講座で「これで安心！
金融に関する知恵袋〜ローン・クレジット編〜」を開催しました。クイズを
交えながらローン・クレジットの一般知識や注意点を学んでいただき、受
講者からは「金利や利息の計算方法が理解できて良かった」「カードが消
費者にとって身近になっている反面、学ぶ機会が少ないのでまた参加し
たい」と感想を頂きました。

『京都市立伏見工業高校』での家計管理啓発セミナー開催！

京

都

献

12月14日（水）、京都市立伏見工業高校の「キャリア研究授業」に講師と
して招かれ、3年生の皆さんに家計管理というテーマで講義を行ないまし
た。将来に備える為の家計管理を勉強して「将来の為にしっかり貯金しよ
うと思いました」「今後の人生設計を考えることができて良かったです」な
どの感想を頂きました。これからも様々なお金にまつわる情報を地域に
発信して参ります。
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プロミス社員による金銭啓発セミナー 開催
立命館大学（ＢＫＣキャンパス）にて情報発信セミナー開催！

京

都

12月8日（木）、立命館大学の「レジャー産業論」の授業内にて、学生に
向けた情報発信セミナーを開催しました。内容は消費者信用の仕組み、
若者の被害が多いカードトラブル・インターネットトラブルについて講義
を行いました。学生からは、「社会に出る前に必要な知識であり、とても
有意義な講義でした」「消費者被害が自分の身近にあることに驚いた」な
どの感想を頂きました。

REワークトゥギャザー夢船場スタッフ、
登録者向け「金融トラブル編セミナー」開催
会

12月16日（金）、当社イベ
ントスペース内にて「金融
トラブルセミナー」を開催し
ました。
参加者からは、「トラブル
がとても身近にあると感じ
た。」、「注意すべきポイン
トが分かった」との感想を
頂きました。
今後も、必要とされる情報
を、必要な方に向けて継
続して発信して参ります。

心斎橋

筆ヶ崎子供会にて
『カードゲーム／お金の役割』を開催

1月8日（日）、大
阪市天王寺区の
筆ヶ崎子供会に
参加している子
ども18名向けに
カードゲームを開
催致しました。
幼稚園のお友達もお母さんと一緒にカード
ゲームを楽しんで頂き、充実した一日となり
ました。カードゲーム終了後に保護者の方
より「子どもを長時間熱中させる事が難しい
中、非常に有意義な内容だったと思いま
す」との感想を頂き、今後近隣の子供会や
ＰＴＡへ広報が出来ればと思います。

貢

マネーアドバイザーによる金融トラブル啓発コーナー出展！

仙

台

12月17日（土）、仙台市高砂市民センターで開催された「地区社会福祉
協議会まつり」に、「マネーアドバイザーによる金融トラブル啓発コー
ナー」を出展。振り込め詐欺やカードトラブルについてご紹介しました。
来場された方からは、「こんな詐欺もあるとは知らなかった。気をつけた
い」等の言葉を頂きました。これからも地域の皆様へお金に関する様々
な情報を発信していきたいと思います。

「名古屋市違反広告物追放推進団体交流会」参加

献

12月13日（火）、名古屋市都市景観室主催、「違反広告物追放推進団体
交流会（24団体/37名）」に参加しました。昨年は、新規登録団体として団
体紹介と参加経緯を発表させていただきましたが、今年は各団体を代表
して一年間の活動報告を行いました。今後も活動を継続する傍ら、地域
の方との絆をより一層深めていきたいと感じました。

名古屋
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プロミス社員によるセミナー開催
日付

プラザ

相手先

内容

H23.12.16

新橋

消費生活センター

金融トラブル

5

H23.12.17

静岡

NPO法人

ローン/クレジット

12

参加人数

ミ
ナ
ー

H23.12.17

広島

小学生

カードゲーム

25

H23.12.18

静岡

自治会

金融トラブル

26

H23.12.18

松山

大学生

ローン/クレジット

5

H23.12.18

盛岡

任意団体

金融トラブル

16

H23.12.20

札幌

高校生

ローン/クレジット

17

H23.12.20

札幌

一般消費者

家計管理

2

H23.12.21

渋谷

NPO法人

金融トラブル

15

H23.12.21

仙台

高校生

金融トラブル

19

H23.12.21

渋谷

小学生

カードゲーム

35

H23.12.22

那覇

大学生

家計管理

104

H23.12.26

横浜

小学生

カードゲーム

7

H23.12.26

千葉

小学生

カードゲーム

40

H23.12.26

天神

小学生

カードゲーム

25

H23.12.26

金沢

小学生

カードゲーム

7

H23.12.26

金沢

小学生

カードゲーム

11

H23.12.26

宇都宮

NPO法人

カードゲーム

11

H23.12.26

仙台

小学生

カードゲーム

18

H23.12.26

仙台

NPO法人

カードゲーム

18

H23.12.26

鹿児島

小学生

カードゲーム

17

H23.12.27

金沢

小学生

カードゲーム

9

開
催

H23.12.27

金沢

小学生

カードゲーム

50

H23.12.27

仙台

NPO法人

ローン/クレジット

12

H23.12.27

札幌

小学生

カードゲーム

27

H23.12.28

金沢

小学生

カードゲーム

20

H23.12.28

金沢

小学生

カードゲーム

15

H23.12.28

天神

NPO法人

金融トラブル

10

H23.12.28

天神

NPO法人

家計管理

10

H24.1.4

天神

小学生

カードゲーム

17

H24.1.5

金沢

小学生

カードゲーム

40

H24.1.5

仙台

小学生

カードゲーム

15

H24.1.6

金沢

小学生

カードゲーム

17

実
績

H24.1.6

金沢

小学生

カードゲーム

30

H24.1.6

名古屋

小学生

カードゲーム

9

H24.1.11

天神

NPO法人

カードゲーム

15

H24.1.12

札幌

小学生

カードゲーム

24

H24.1.13

盛岡

小学生

カードゲーム

30

H24.1.14

金沢

小学生

カードゲーム

20

H24.1.14

金沢

小学生

カードゲーム

20

H24.1.15

千葉

NPO法人

金融トラブル

23

H24.1.16

宇都宮

公益法人

カードゲーム

10

平成23年度は、全国で4,847名の方にご参加いただいております。

備考

2
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

 チョーク絵画教室
【日時】1月27日（金）13:00〜20:00
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011-231-8771）
【主催】NPO法人 ヒーリングアートかけが絵
【料金】無料
親子でチョークアートを体験してみませんか？

 依存症グループセラピー
【日時】2月1日（水）18:00〜19:45 ※毎週水曜日開催
【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。

 金銭トラブル・詐欺最前線！！
【日時】2月7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)
※道民カレッジ連携講座
【料金】無料
ローン・クレジットをより安全に活用できるように正しい知識を身につけましょう！

 FPグループ定期勉強会
【日時】2月9日（木）18:30〜20:30 ※要予約、学習内容は毎月異なります。
【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】2月11日（土）13:00〜16:00 ※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？！
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

2
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

 葬送の会おしゃべりサロン
【日時】2月14日（火）・2月23日（木）10:00〜13:00 ※毎月第2火曜日、第4木曜日
【場所】札幌お客様サービスプラザ（TEL:011-231-8771）
【主催】NPO法人 葬送を考える市民の会
【料金】500円（資料代）
生と死、葬送に関する様々な問題についての勉強会です。

 お金に関する定例勉強会
【日時】2月19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。

 家計管理セミナー
【日時】2月21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)
※道民カレッジ連携講座
【料金】無料
家計管理の重要性、節約方法について紹介します。

千葉

 戸田弥生氏ヴァイオリン コンサート
【日時】2月19日（日）11:00〜11:40 13:00〜13:40 14:30〜15:10
（要予約/各回25名）※公演時間は変更になる場合がございます
【場所】千葉お客様サービスプラザ（TEL:043-224-4721）
【演奏】戸田 弥生氏
【主催】プロミス(株)
【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。

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

2
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

ママ講師・サロネーゼ勉強会
【日時】1月26日（木）・2月23日（木） 10:30〜12:00
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03-6861-2634）
【主催】ファーストウォーク
【料金】500円（資料代）
ママ講師を目指す方々へ。講座の組み立て方などの勉強会を行います。

天然石ブレスレット作成会
【日時】1月28日（土） 12:00〜18:00 （定員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。

「がんばりやさん」のためのストレスマネジメント
【日時】1月29日（日） 16:00〜18:00 （定員10名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03-6861-2634）
【講師】横井 聡子氏
【料金】無料
日頃のストレスと上手くおつきあいするために役立つ思考転換のヒントをご紹介します。

 絵画教室「すみれひまわり」
【日時】2月2日（木）・2月16日（木） 10:00〜12:00 （各回6名）
※毎月第1・第3木曜日開催
【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】2月3日（金） 10:00〜12:00
※毎週金曜日開催(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
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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

渋谷

「タブレットで遊んでみよう」ワークショップ開催
【日時】2月4日（土） 12:30〜14:30（定員10名）
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03-6861-2634）
【主催】タブレットコム
【料金】無料
タブレット機の便利な使い方やコミュニティの作り方を楽しく学べるワークショップです。

■ くらしに役立つ！お金の講座

「家計管理のすすめ」
【日時】2月11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
家計管理の手法や、節約のコツについて、身近な事例を用いて紹介します。

 ギャンブル依存症克服セミナー
【日時】2月12日（日） 13:00〜16:00
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03-6861-2634）
【講師】NPO法人 JAGO代表 大崎 大地氏
【料金】300円（資料代）
ギャンブル依存に悩む方とその家族に向けたセミナーです。

 プロミス株式会社 会社説明会
【日時】2月15日（水）・2月21日（火） ※予約制
2013年4月定期採用の対象等の詳細については、採用ＨＰをご確認下さい
http://recruiting-info.jp/promise/
【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
2013年4月定期採用者向けの説明会です。
実際に働いている社員に質問いただく時間を設け、学生の皆さんの疑問にお答えします。

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
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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

渋谷

 イブニング・マネー実践塾
【日時】2月15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法人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。

女性自立の会 「再生プログラム」
【日時】2月18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】2月19日（日） 10:30〜12:00
【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）
自分の色を知って癒されてみませんか？初めての方もお気軽にご参加下さい。

フラワーアレンジメント教室
【日時】2月23日（木） 13:00〜17:00 （要予約/定員20名） ※毎月第4木曜日開催
【場所】渋谷お客様サービスプラザ（TEL:03-6861-2634）
【主催】NPO法人 フラワーセラピー研究会
【料金】1,500円（材料代）
様々なフラワーを使いアレンジメントを楽しみます。

スタンプde遊び隊 春のメッセージカード教室
【日時】2月25日（土） 10:00〜14:00 （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）
春は出会いや別れの季節。想いを込めたメッセージカード作りをしてみませんか？
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

名古屋

 パステルシャインアートセラピー
【日時】2月2日（木） 18:40〜19:40 （要予約/定員12名）※毎月第1木曜日開催
【場所】名古屋お客様サービスプラザ（TEL:052-856-2634）
【主催】笑壷ソサエティパステルシャイン アートセラピスト 土田 晶子氏
【料金】1,500円（材料費等）
医療機関でも注目のメンタルケア、パステルで描きながら癒すアートセラピー

 健康吹矢サークル
【日時】2月12日（日）・2月26日（日） 10:30〜12:30 （定員8名）
※毎月第2・第4日曜日開催
【場所】名古屋お客様サービスプラザ（TEL:052-856-2634）
【主催】ナイスエイジ
【料金】1,000円（用具代）
健康吹矢は腹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！

 ケアマネ研修会
【日時】2月18日（土） 10:00〜13:00
【場所】名古屋お客様サービスプラザ（TEL:052-856-2634）
【主催】ケアマネ経営研究会
【料金】無料
「ケアマネージャーが独立するためには」をテーマに無料研修を開催します。

心斎橋

 もったいナイ展
【日時】1月23日（月）〜1月29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】NPO法人 e-kotonet
【料金】無料
リサイクル資源を活用した造形物の展示を行います。

 もったいナイ展 ワークショップ

【日時】1月29日（日） 11:00〜13:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06-7668-2634）
【主催】NPO法人 e-kotonet
【料金】500円（材料代）
ガラス廃材を使い、絵にデコレーションを施す体験型ワークショップです。
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

2
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

 おこづかいセミナー
【日時】1月26日（木） 13:00〜15:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06-7668-2634）
【主催】NPO法人 e-kotonet
【料金】無料
ファイナンシャルプランナーによるおこづかいセミナー。世代関係なく受講可能です。

 語学サロン
【日時】1月28日（土）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？

 応援しよう 東北！おはなしのつどい
【日時】1月28日（土）・2月25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？

 寺子屋「まちかど心斎橋教室」
【日時】2月4日（土） 10:30〜12:30 （定員20名）
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06-7668-2634）
【主催】次世代実行委員会 【対象】小学生（保護者の方も参加可能）
【料金】無料
『お金の役割』について楽しいカードゲーム＆モノづくりで学ぶことができます。

 中小企業家向け助成金セミナー及び相談会
【日時】2月6日（月） 12:00〜16:00 17:00〜20:00
2月27日（月） 12:00〜16:00
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06-7668-2634）
【主催】西村 介延氏
【料金】無料
社労士西村介延氏をお迎えし、中小企業家向けのセミナー及び相談会を開催します。
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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心斎橋

 就活支援セミナー
【日時】2月8日（水）・2月22日（水）・2月29日（水） 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 エンジェルサポートアソシエーション
【料金】無料
キャリアコンサルタント佐々木氏による大学生向けの就活支援セミナーを開催します。

 心の教育の復興
【日時】2月9日（木） 17:00〜20:00 ※毎週木曜日開催
【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。

 しあわせメンターによるメンタリング
【日時】2月10日（金）・2月27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。

 ライブペイントイベント
「バレンタイン大作戦〜約束」
【日時】2月11日（土） 10:00〜15:00 ※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。

 防災展
【日時】2月12日（日）〜2月19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】関西防災研究会
【料金】無料
防災実務講演や防災グッズの展示を通して、防災への備えを学びます。
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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心斎橋

 プロミス株式会社 会社説明会
【日時】2月20日（月）・2月28日（火） ※予約制
2013年4月定期採用の対象等の詳細については、採用ＨＰをご確認下さい
http://recruiting-info.jp/promise/
【場所】心斎橋お客様サービスプラザ（TEL:06-7668-2634）
【主催】プロミス(株)
【料金】無料
2013年4月定期採用者向けの説明会です。
実際に働いている社員に質問いただく時間を設け、学生の皆さんの疑問にお答えします。

 若者現代文化フォーラム
【日時】2月25日（土）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
日本の若者文化をキーワードに、国籍に関係なく交流できる広場です。

天神

 地雷原の子どもたちと共に
【日時】1月24日（火）〜1月30日（月） 10:00〜20:00 ※土日祝日は18:00終了
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】カンボジア地雷撤去キャンペーン
【料金】無料
カンボジアでの地雷撤去に関する写真の展示会を開催します。

 地域後見人養成実践塾①
【日時】2月6日（月） 18:00〜20:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】行政書士くろだ事務所
【料金】1,000円（資料代）
「成年後見人の仕事および範囲」についてわかりやすく解説！
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

2
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

 地域後見人養成実践塾②
【日時】2月13日（月） 18:00〜20:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】行政書士くろだ事務所
【料金】1,000円（資料代）
傾聴（話聞き役として大切な３つの聴き方）（基礎編）を学びます。

 地域後見人養成実践塾③
【日時】2月27日（月） 18:00〜20:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】行政書士くろだ事務所
【料金】1,000円（資料代）
「後見申請（任意後見・法定後見）等」についてわかりやすく解説！

 新聞紙製品の展示会
【日時】2月14日（火）〜2月17日（金） 10:00〜20:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】NPO法人 健康＆エコ製作しよ
【料金】無料
エコと健康に着目した、新聞紙だけで作られた製品の展示会を開催します。

 庭月野誠也の“誠”の心
【日時】2月25日（土）〜2月26日（日） 10:00〜18:00
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】庭月野 誠也氏
【料金】無料
絵本作家 庭月野誠也氏の絵本の展示会です。癒し系絵本を是非ご覧下さい。

 プロミス株式会社 会社説明会
【日時】2月20日（月）※予約制
2013年4月定期採用の対象等の詳細については、採用ＨＰをご確認下さい
http://recruiting-info.jp/promise/
【場所】天神お客様サービスプラザ（TEL:092-687-8080）
【主催】プロミス(株)
【料金】無料
2013年4月定期採用者向けの説明会です。
実際に働いている社員に質問いただく時間を設け、学生の皆さんの疑問にお答えします。
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

