専門家サポーター紹介
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後継者問題の解決で『終活』に夢と希望を描きましょう！
〇結婚相談所を開こうと考えた理由
〇「親を教育する」ことの重要性
（少子化防止、震災後の不安）
子供を結婚させる事に関しては経験がほと
ＯＬ生活が長かったのですが、昔から人が
んど無いという事を認識していただき、動き
寄ってくる事や、頼られる事が多かったよう
出したら介在しないようにしていただいてい
に思います。
ます。
人と人との縁を繋いでいるうちに昔の仲人
我慢の協力→我慢できない親御さんがとて
さんがいない事に気づき、そして自分の性格
も多いです。（お見合い場所に同行して、息
にぴったりの結婚相談業を始めました。
子さんの髪の毛をブラシする親御さん等）
この仕事を始めて気が付いたのは、息子や
例えば、お見合いの様子、会話、服装、交
娘の結婚を心配する親御さんが沢山いらっしゃ
際に入ってからは連絡の頻度、中にはお見合
るということ。そして丁度少子化が取り上げ
いの演出まで、３分遅れて爽やかに登場して
られ、このままでは子供たちの未来が大変な ブライダルスワン 欲しい等のご指示をされる親御さん、本人は
事態になるのではないか、急がねばとの思い
そうでもないのに親が勝手に返事をしてしま
代表
から「結婚を真剣に望む親の会」を立ち上げ
い親子でもめてしまう事もございました。
片山美津代
ました。
総人口は4年連続減、前年比26万6004人
○「自営業は不利？」中小企業の後継者問題
（平成25年8月現在）という現状の中、震災後は女性
婚活の実態を見る限り「自営業」はあまり人気がご
の登録が増え、20代～40代女性は男性の倍の数になっ ざいません。人気のない理由の一つとして、不安定と
ています。やはり一人よりは二人、家族の大切さを痛 いう事を聞きますが、今や大企業も中小企業も不安定
感しているようです。また、女性の出産年齢が世間で においては変わりがなくなっています。
大きく取り上げられた事も起因しています。
自営業の子供さんは、それぞれの職種によって魅力
のある人が多いので職種ではなく、その人の魅力を引
〇現在のお仕事の内容について
き出しアピールできる点を探して自信をもたせる事が
（親の会のシステム・ルール・開催概要等）
大事です。
月に一度、親同士、子供さんのプロフィール交換会
後継者の結婚相手を考える事も経営課題の一つであ
を開催し、親御さん、特に中小企業のご両親のご相談 り、終活の重要なポイントでもあります。
を受けアドバイスしています。個人情報を扱いますの
で案内書を送付し身元確認できた方に参加して頂いて ○中小企業の後継者問題に対する利点
います。
・自由がきく
・自分の報酬を変える事が出来る
〇「本人同士」ではなく「親」を対象にした理由
・本業を中心に発想転換出来、未知の商業を造り出す
ご本人が動くのとスピードが違う事、積極性や真剣
事もできる
度もあるのでご成婚に繋がっています。しかし現時点
では、まだまだ多くの独身者が行動に移せないで悩ん
今お預かりしている息子さんがいますが、お母様か
でいます。
ら細かい情報を伺って婚活もスムーズにアドバイス出
生真面目な性格、おとなしい性格、また、親御さん 来ていますので、女性の関わりは不可欠だと思います。
と同居で生活に不安のない環境の子供さんが未婚者の
お見合いから交際中のフォロー、アドバイス、ご成
半分を占めています。そういう子供さんの多くは親御 婚に至るまでしっかりサポートさせて頂いております。
さんの後押しで、動きだす事が多いのが現状です。お
父様よりはお母様の言葉により動く傾向があります。
将来、サロン・カフェのように気軽に立ち寄っても
一緒にいる時間が長い事で性格を良くわかっているか らえる結婚相談所にしていくのが、私のこれからの夢
らでしょう。
です。
〇親の会に対する反響
（実績・参加者の声・リピーターの存在）

一組でも多くのカップルが誕生し、仕事を通して少
子化社会に貢献できるよう頑張ってまいります。

写真が親の会の様子で
す。今まで延べ1200名の
親御さんが参加されまし
た。親の会をきっかけに
真剣に子供さんと将来の
事、結婚の事などを話し
合われた方が90％を占め
ました。

最後にいつも大切にしている言葉があります。
『あなたに出会えた事に感謝します。』

【ブライダルスワン 】
113-0033

アンケートより
・親同士はお互いの家庭環境や考え方がわかり、安心
できる。
・身元確認や身上書交換も自分で確認できる。
一度参加されるとご成婚まで何回でも参加されます。
年々その親も増え続け、今では赤ちゃんの写真と幸せ
なご夫婦の手紙が届きます。
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ブライダルスワンが「結婚相談所」として、大切にしていること
ブライダルスワンは、下記の連盟に加盟しております。全国に
広がるネットワークで最大10万人の会員様がご登録。

ゴールインの近道に！

理想のお相手探しに最適な環境をご用意しています。
・日本仲人連盟（NNR）
：会員数16000人
・日本ブライダル連盟（BIU）：会員数38000人
・日本結婚相談所連盟（IBJ）：会員数50000人
（平成26年2月現在）

お見合いなどを含む「婚活」には、コミュニケーションが非
常に大切。経験豊富なカウンセラーが、お一人ずつに対応し、
皆様のご成婚に向けたサポートを行います。
当相談所では、下記のような点を特に大切に考えております。

親身になってお話を伺います
お見合いは、お互いの自己紹介から
始まります。最近では、お仕事でその
ような場面に慣れていらっしゃる方も
多いのですが、お見合いでは少し趣が
異なります。お仕事では、会社や商品
を説明することが多いですが、お見合
いは「あなた」自身のことがとても重
要。そのような場面に慣れていらっしゃ
る方は、多くはないように思います。
ご希望のお相手と本番を迎える前に、
まずはブライダルスワンのカウンセラー
で練習をなさってください。理想のお
相手や築いていきたいご家庭のイメー
ジ、ご自身の生い立ち、ご家族やお仕
事のこと、などなど。そのどれもが、
お見合いで重視されることです。
私たちは、縁結びのプロフェッショ
ナルです。どのようなお話でも、全身
をもって受け止め、ご相談者様のお役
に立てるよう努めます。もちろん秘密
厳守ですので、ご安心ください。

経験豊富なカウンセラーからのご提案

いきなりのお願いで恐縮なのですが、
私たちにお話いただく際は、本音で、
お話いただきたいのです。いろいろな
思いを話されているうちに本当に自分
が求めている、お相手の理想像が見え
てきます。それと同時にご相談をお受
けする中で意外とご自身の魅力に気づ
いていない方が多いということ。本当
に勿体ない事です！
自分の魅力を相手に伝える方法も演
出も会話もまず、自分を知る事が大切
です。
私たちからお世辞をお伝えすること
はありません。なぜなら、会員様は真
剣に結婚を望んでらっしゃるのに、結
婚への障害や遠回りになるだけだから
です。ですので、私たちからのフィー
ドバックを是非活かして下さい。素敵
なお相手とのゴールインの近道になる
と信じています。

皆さん各々、理想のお相手像があると思
います。もちろん、その理想のお相手との
出会いをサポートするのが、私達の仕事で
す。ご希望のお相手とのお見合いに際して、
事前に会員様の魅力を余すことなく先方に
お伝えいたします。よくよくお話をお伺い
し、会員様のことを詳しく存じあげておく
必要があるのも、そのためです。
その他にも、「このような方はいかがで
すか？」と私達からご提案させていただく
こともあります。数々のご縁をお手伝いし
てきた経験からの勘というか直感のような
ものが働きます。「この方には、こういう
お相手がぴったりじゃないかしら」と思っ
て、お見合いをおすすめしたら、ご成婚ま
で至ってしまうケースが非常に多いです。
ぜひ、私達からのオススメも上手くご活用
ください。
交際からプロポーズまで、お相手がプロ
ポーズを受け入れてくれる状態かどうかま
で、私達仲人が確認しますので本番でお断
りされる事はありません。交際中も状況に
応じてアドバイスしていきますので安心し
てお付き合いしてください。
そして本当にこの人に決めて良いかどう
かを一緒に見極めていきましょう。もちろ
ん上記内容は、ご成婚に向けたサポートの
一部分でもあります。この他にも誠心誠意、
会員様がご成婚に至るよう務めております。
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「 親 の 会 」 に ご 参 加 さ れ た 方 の ご 感 想 文 で す
に至る方も増えきました。
一日でも早く良いお相手が決まれば安
読売新聞の広告で「結婚を真剣に望む
心した生活を出来るのに。そんな思いか
親の会」を知り参加する事にしました。
参加者の方とランチをしながら自分の子 ら会の主催者であるブライダルスワンの
供に合う方を見つけてお見合の約束をす 片山さんに息子を託しました。子供に色々
るのです。子供の事を真剣に考え一生懸 アドバイスをしてくださり息子に合った
命育てられた方が多かった様に思います。方をご紹介頂きました。お陰様で素敵な
毎回、何人かの方とお見合の約束をす お嫁さんと出会えました。今迄の経験を
る事が出来うれしい気持ちで帰宅してい 生かして結果だと思います。娘も高一の
孫を連れて片山さんのお世話で再婚致し
ました。
しかし、私が選んだ方と子供の思いは ました。もう「親の会」に行かなくても
一致せず、なかなかうまく結婚までいき 良いと思うと楽しく語り合っていた日が
つきませんでした。本人達も何度も断ら なつかしく寂しい思いがします。「親の
れ苦い経験を踏まえて自分を見つめなお 会」があり参加する事で私自身が刺激を
し成長して行きます。徐々にうまく成婚 受け、二人共結婚出来ました。息子にも
子供が授かりほんとに感謝しています。

「親の会との出会い」

株式会社ホロニックス総研
〒113-0033 東京都文京区本郷１-３５-１２ かんだビル５階

↑豊富な経験と温かな人柄、
きめ細やかな心遣いで、理
想の結婚から始まる人生の
手助けをしていらっしゃる
片山代表

ブライダルスワン
パンフレット↓

↑入会後は、ブライ
ダルスワンが加盟す
る団体の会員プロフィー
ル約
万 名分 を 見 る
ことができる
平(成 年 月現在 )

あなたの 魅 力 を 120％ 引 き出 し ま す
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