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2019.03.16 土曜日 21:02  

 

こんばんは！！ 

フィードバック女子部、隊長のまみりんです！ 

今日は初メッセージなので、初対面の印象について書いてみます^_  ̂

 

出逢いの場においては、初対面の印象が全てです。印象が悪いと一貫の終わ

り…。笑顔とか、話し方とか、それより何よりまずは清潔感がとにかく大

事！！！ 

寝癖は立ってない？ 歯は綺麗？ 口臭はない？ 服はシワになってな

い？ 生乾きの臭いや汗の臭いは？ 

靴は汚れてない？？ 

 

全身をしっかりチェックしてから家を出ましょう^_^！ 

外出先では、お手洗いに行く度にチェックするのも大切です。 

「具体的にどうすれば？？」と悩んでしまった人は質問してください(^^)☆ 

 

今日はこんな感じで！！ また次回もお楽しみにー     

 

 

 

2019.03.18 月曜日 22:38   

 

こんにちは！フィードバック隊のまほです      

春が近づく今日この頃！もうすぐお花見シーズンが到来します       春のポ

カポカ陽気に思わず浮かれてしまいたくなるような、そんな気持ちに自然と

なれたら素敵ですよね\( ̂ v  ̂)/ 
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みなさんは『好奇心のアンテナ』を常に張っていますか？？        ✨ 

 

テレビや雑誌を見ている時、街を歩いている時、何気ない日常でも意識して

アンテナを張っているとたくさんの情報をゲットできます。 

 

『知識』は魅力ある男性のポイントの１つですよね。学力的な知識ももちろ

んですが、楽しい知識を持つ男性はなお魅力的です。新しいスポットやお店、

アクティビティ、ジャンルは様々に得意分野でも構いません。女性の心をワ

クワクさせられるような知識を常に意識して吸収していると思わぬところ

で活用できますよ！ 

 

この春から皆さんも『好奇心のアンテナ』をフル稼働させてワクワクな春を

迎えましょう       

 

質問は随時お待ちしています\( ̂ o  ̂)/ 

また次回をお楽しみに！      

 

 

 

2019.03.20 水曜日 20:00   

 

みなさんこんばんは！ 

フィードバック隊のきよみんです(^^) 

だんだん暖かくなり、、都内では桜が開花し始めたようですね      そこで！わ

たしからは、お花見会やお花見デートに役立つ小話をさせていただきま

す！！ 
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長くなりそうなので、今日のところは、その①場所取りについてです♡ 

 

①場所取り 

公園などでお花見をする場合、場所取りが大変ですが、頑張って早起きして

先に行くといいことがあるかもしれません      大勢でのお花見会でも、気

になる女性にさらっと「先に行って場所を取っておくよ！」と話してみたら、、

「私も時間あるから付き合うよ！」だなんて、、一足先にふたりきりで会え

ちゃう可能性もあるかもしれませんよ♡ 

（わたしはまんまと乗っかった経験があります！笑） 

 

成功率を上げるためにも、ぜひ一緒にモテ体質を学んでいきましょう♡ 

ではでは！また次回をお楽しみにです(^^)♡ 

 

 

 

2019.03.22 金曜日 20:30   

 

こんばんは！まみりんです(^^) 

今日は、私が先日衝撃を受けてからずっと言いたくて仕方なかったことをお

伝えします！笑 

お財布についてです！ 

私は男性の顔がカッコいいかはあまり気にしないんですが、男性の持ち物は

結構見てしまうんです     

 

財布だけではなく、カバンや時計、靴もそうですがダサいとかなり萎えま

す！！ 

せっかく楽しい食事が終わって「ご馳走するよ^_^」なんて言われて幸せな
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気持ちになっている時に出した財布がダサいなんて悲しすぎます。 

 

30 歳を越えたらハイブランドの財布を持って欲しいものですが、無理をす

る必要はないので、せめて黒や茶色などのシンプルな大人の男性っぽい落ち

着いたものを身に付けてほしいですね。 

 

ちなみに、財布をズボンのポケットに入れるのは極力やめてください。 

あれやこれや詰め込んでポケットがパンパンになっている男性と一緒に歩

くのはかなり恥ずかしくて嫌です。 

 

どーーーーしてもポケットに入れたい方は、マネークリップと小銭入れで分

けておくとか、薄ーい財布にするとか、とにかくポケットパンパンだけはや

めてください！！ 

 

それでは次回もお楽しみに✨ 
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2019.03.24 日曜日 20:00   

 

皆さん、こんばんは♪女子部のまほです      今回はこの公式 LINE を皆さ

んがきちんと理解して納得し、よりご活用して頂くためのお話をさせて頂き

たいと思います✨ 

 

ここでは女子部を代表する私達 3 人が対応しております。私達は良い意味で

プロではありません。けれど皆さんが普段接している女性達と同じ目線を持

っていると思います。 

 

私達の言葉は女性全員の代表ではありません。 

 

それは、男性も女性も変わらないことですが人の数だけ恋愛や接し方の数が

あるからだと思うからです。 

 

でもアドバイスは普段なかなか聞けることはない女性の本音なのは確かで

す。私達の普段おしゃべりする女性達の意見も多いに反映しています。私の

アドバイスは私の周りにいる女性達を代表したものではあるかもしれない

という事です。 

本音だからこそ、多少のキツイアドバイスもあるかも…？しれません。意地

悪じゃないんです。 

 

皆さんより年齢が下かもしれません。生意気だな？偉そうに！と思うかもし

れません…。でもここは今一度グッとこらえて素直に聞いてほしいのです。

変わるためには今まで長年そうじゃないと思っていた事を変える必要があ

るからです。見直す必要があるからです。大人になると難しいかもしれませ

ん。しかし、まずは受け入れて、少しずつでも変わる努力やアドバイスを参
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考にして頂ければ必ず良い方向に進む！！と確信しています。素直に今一度

自分を見つめ直す良い機会だと思って頂けたら嬉しいです。 

 

女性にも男性にも幅広い意味で好かれて良い日々を過ごせるようになれる

と思います！ 

 

私達はいつも応援しています✨長くなってしまいましたが伝わっていると

嬉しいです       

この公式 LINE、多いに活用して下さいね♪ 

 

 

 

2019.03.26 火曜日 20:30   

 

こんばんは！ 

女子部のきよみんです       

 

本日はお花見編の第 2 回目です！ 

（第 1 回目は、場所取りにまつわる小話でした。） 

シリーズものとなり恐縮ですが、タイムリーな話題なので突き進ませていた

だきます！ 

 

実は私、本日お仕事帰りに目●川にて上司とお花見中です      笑 

 

そこで！第 2 回目は、夜桜デートにおける注意点をお届けします！！ 

 

②夜桜デートの注意点 
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春は日中と朝晩の気温差が大きく、夜桜デートは特に注意が必要です。 

夜は寒いとわかってはいるものの、女性は春服を着たいんです･･･お洒落を

したいんです･･･（厄介な生き物ですね。笑） 

 

意気揚々と夜桜を見始めても、案外すぐに「寒い、もう屋内へ入りたい」と

思ってしまったり。準備が悪いとも思われたくないので、お相手の方へは言

いづらいんですけどね       

 

しかしながらこの時期、桜スポット近くのお店は混雑で簡単には入れないこ

とがほとんどです。できれば、上記のような予想を立てて、前もって予約し

ておき、当日の導線を確認しておくとスマートです♡ 

 

（今日私は急遽のお花見となったので、お店を求めて駅を移動することにな

ると思いますが、、      笑） 

でも、寒いということは悪いことばかりでなく、 

「帰りにコーヒーを飲もう」「一杯飲み直して暖まろう」などと誘うことが

できて助かりますよね(^^) 

 

何事も、想定しうることを考えておくと、困った状況も、むしろいいところ

を見せるチャンスに変えられそうじゃないですか、、？(*´ω`*) 

 

また次回も（きっと）続きます！！！ 

引き続き一緒にがんばりましょう♡ 
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2019.03.28 木曜日 20:30   

 

こんばんは！まみりんですー！ 

今日は LINE の設定についてお話しします！ 

 

出逢いの場ではよく「LINE 交換しましょう！」と言って交換する事があり

ますが、交換した時に、その LINE の設定だけで「ああ、この人なんか嫌だ

な。」とか「この人良いかも！」とかって思う事もあるんです！(これは男女

問わずでしょうけれど) 

という事で、割と私の主観になってしまいますが、お伝えしておきますね！ 

 

まず、自撮りはオススメしません。女性で自撮りをアイコンにする人は多い

んですが、男性の自撮りは受け付けないという声は多いです！ 

「友達に勝手に撮られました」みたいな自然な笑顔の横顔とか、何か食べて

るところとか、友達と撮った写真とか、自然な写真がオススメです！ 

ちなみにアイコン無しだと、なんだか怪しく見えたりします。 

次に名前ですが、フルネームか下の名前、苗字が無難だと思います。 

ニックネームでもいいですが、チャラ男に見える場合があるので、オススメ

は本名ですね。本名の方が信用できます！ 

ニックネームの場合は、最初の LINE でフルネーム挨拶をすると好感が持て

ますよ^_  ̂

ぜひ参考にしてください✨ 
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2019.03.30 土曜日 20:00   

 

こんばんは♪女子部のまほです。 

実は私、周りのお友達を集めて合コンを開くのが好きなのです（笑）その数々

の会の中で女性たちが思ったり気づいた      気をつけてほしいポイントを少

し紹介したいと思います        ♀✨ 

 

その 1 

【女性全員に対して平等な扱い】 

女性が何人か集まれば、特別美人、可愛い、普通、そんなに可愛くない子、

正直当たり前ですが容姿は様々でしょう。そんな時あからさまに美人な子や

自分の好みの子ばかりに良い対応をするのは NG です。女性はそういう男性

の目線や言動に敏感です。私も以前、隣にすごく美人な子が座ったとき男性

の視界に私は入っていませんでした（笑）「◯◯ちゃん、めっちゃ可愛いよ

な！」「そうだよね〜（私が隣で悪かったな！笑）」と内心小さな乙女心が傷

つきます。以前ある合コンで隣にどんな子が座っても楽しませて会話する男

性、あまり話には入れず大人しくしていた女性に話かける男性が居ました。

凄く好印象でした！アプローチも大事ですがあからさまではなくサラリと

さり気ない程度にして、他にも女性がいる場合はきちんとみんな平等に扱っ

てあげて下さい。そういう部分女性達はかなり見ていていますよ！！ 

 

その 2 

【店員さんに偉そう】 

例えば、親しみを持ってタメ語を使うのは全然ありです。ではなく、お客の

立場だからといって偉そうにする事を指します。特に年齢が上であろう店員

さんに向かってタメ語を使うのは本当に NG です。印象が悪いし、一緒に居

るのが恥ずかしいと思ってしまいます。誰に対しても謙虚で優しいほうが好
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印象です       

 

その 3 

【難しいワードを使う】 

難しいワードを使われると知識アピール？と内心思っちゃいます。女性がわ

かりやすい内容に直して話をしてあげるほうが余裕があって魅力的な男性

に見えます♪ 

 

と、3 つ紹介してみました！ 

まだまだ沢山あるのですが…       キリがないので今日はココまでにしときま

すね🙌      春は出会いと別れの季節♪何かと集まる会が多いと思います。笑

顔を絶やさず謙虚な心を忘れず、飲み過ぎ注意         ♀で楽しい時間を過ごし

ましょう！ 

 

まほでした       

 

 

 

2019.04.02 火曜日 12:00   

 

みなさんこんにちは！ 

女子部のきよみんです^_  ̂

普通の OL 業に引っ張られすぎて、昨日の夜に配信できずに大変失礼しまし

た         ♀         ♂ 心よりお詫び申し上げます。 

 

さて！昨日は新元号が発表されましたね！！平成最後のお花見編、最終回で

す！       
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（第 1 回目は場所取りにまつわる小話、第 2 回目は夜桜デートの注意点につ

いて、でした。） 

 

やっぱり桜とお酒が大好きなわたし、、先週末は代々木公園でピクニックか

らの、浅草で夜桜見学してきました      笑 

 

最終回はそんな、公園などピクニックのときに使える小技編です        ♀ 主

に、わたしが実際にしてもらってキュンとしたことをこっそりお伝えしちゃ

います♡♡ 

 

③ピクニックの際の小技 

まずレジャーシートは、四隅を止められるタイプにするか、養生テープのよ

うなものがあると春風が吹いても安心です(^^)また、地面がガタガタしてお

尻が痛い可能性があるので、段ボールなどのかたいアイテムがあると重宝し

ます！このあたりは、準備の良い気の利く女性にとっても盲点なので、男性

がすっと差し出せると頼もしいですね♡ 

 

それから、長時間になりがちなピクニックは時間が経つにつれて酔いもいい

感じになり、だんだん寒くなってくるので、水筒にお湯を準備してきてくだ

さった方が印象的でした！スープの素やインスタントコーヒーなどを一緒

に用意しておけば、酔いさましかつ寒さ対策という、最強の差し入れになり

ます       

 

そしてこちらはかなり上級編ですが、先日参加した公園お花見では、お天気

の崩れが心配されていたので、、なんとバックアップとしてレンタルルーム

の予約がされていました(O_O)もし幹事を務めることがあれば、そんなこと

も想定できたらもうバッチリすぎますね      
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もしこれから予定がある方は参考にしていただけたら嬉しいです♡ 

ではでは、今回はお花見中のわたしで締めます↓笑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.04.03 水曜日 20:00   

 

こんばんは！まみりんです^_  ̂

今日も LINE についてお話しします！ 

全員ではありませんが、私の周りの女性からは長文 LINE は面倒くさい！と

いう声が多いです。メールのやり取りが多かった時代には、長文が好まれて

いたように思います。しかし LINE は短い文章をペースよく、普通の会話み

たいにやり取りできるようになっているので、メールのように長々と送られ

てくると「後で返そう」と思ってそのまま放置してしまいがちになり、やり

取りが続きません。 

気になる相手には聞きたい事もたくさんあるし、ついつい色々盛り込みたく

なるものですが、ここはグッとガマンして、出来るだけ軽くて短い文章をポ

ンっと送るのがオススメです！ 
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1〜5 行くらいがいいかなー。。あ、初めて送る LINE は挨拶もあるので多少

長くても大丈夫です        ♀ 

(ちなみに相手の女性が長文派なら長文でも問題ないかと思います。) 

次回も LINE について書きますね。笑 

ではまた〜✨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑私の男友達とのやり取りです。笑 

 

 

 

2019.04.05 金曜日 20:00   

 

こんにちは      女子部のまほです\( ̂ o  ̂) 

今日は暖かい日でいよいよ春って感じでしたね♪さて、ココでは色々とアド

バイスさせて頂いていますが…なぜ女性にそんなに気をつかわなきゃなら

ないの？なぜ自分達ばかり…という意見もチラホラ。。でも当たり前に目の

前にいる女性達が普段どんな努力を日常的にしているか改めて伝えたいと
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思います。少しでも、優しい気持ちを持って頂きたいからです。リアルに伝

えたいので私のパターンですが、どの女性も共感するものだと思います。 

 

「今度の休み、ランチに行きません？待ち合わせは 12 時で。」 

 

そう約束した日の朝、前日からセットしたアラームで 8 時に起床。予定して

いた家事全般を出掛ける前に済ませたいので結局早起きです。バタバタと済

ましシャワーを浴びて 9 時半。一息つく間もなくお化粧タイム。デートとな

れば適当は NG。前日に買ってみた新しいコスメを試しながら丁寧にします。

お化粧が終わり 10 時半、髪をセットし洋服も選びます。気合いが入る日は

新しい服を買っていたり、悩みすぎると友達に写真を送って相談することも。

11 時に家を出発、都内までは 1 時間弱。余裕をもったはずなのに駅までダ

ッシュ笑。汗を少しかけば途中汗拭きシートを買います。ランチあとは口臭

もケアしたいのでお手洗いでサッとできる口に含むケア用品も忘れてない

かチェックです。待ち合わせ場所につく寸前、彼に会う前に、その辺の全身

鏡と自分の鏡でチェック。グロスを塗り直し香水を少し。先ほど迄のドタバ

タ努力は漂わせる事無く、「おまたせ〜待った？？」で 12 時到着のゴールで

す             8 時から 12 時の 4 時間、休む暇は電車の中だけでした…。 

 

これは私のリアルな一例です。多分当たり前なのですがお化粧や髪型、流行

りがめまぐるしいファッション、これら好きではありますがかなり大変だっ

たりします。自分のモチベーションの為もあります。でも相手が恋愛対象に

なりえる方なら尚更気合いと時間は掛けるはずです。わざわざ合コン前に早

起きして美容室と全身新しい服に着替えて来た子もいました。 

 

自分とのランチのために色んな努力をしてくれている…それを片隅でわか

ってあげられたら自然と思いやりの気持ちも生まれるのではないでしょう
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か      そして皆さんは女性とランチに行く前はどうですか？参考に出来る部

分あると思います。当たり前にある女性の姿は並ならぬお金と時間と労力を

かけています。予定の組み方もそこを言葉出さずとも理解してあげれば気遣

ってあげられるポイントになりますよ♪ 

 

心の器を一回り大きくして優しい気持ちで接してあげれる男性になって欲

しいです✨ 

まほでした       

 

 

 

2019.04.08 月曜日 08:32   

 

みなさんおはようございます☀ 

女子部のきよみんです！ 

今週も月曜がやってきましたね！！！ 

 

またまた、昨夜配信できずに大変失礼しました         ♀         ♂お詫び申し上げま

す。 

 

さて。 

私事ですが、最近マッチングアプリを始めてみました。笑 

私だけでなく、きっと登録されてる方もいらっしゃると思います！！ 

そこで今回からは、いいねをいただいても「うーん」となってしまうパター

ンと、「この人会ってみたい」となるパターンをお伝えしていきますね！

        ♀ 

朝から普通の OL 目線のリアルすぎる意見で恐縮です。笑 
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1.写真について 

会ったこともないお相手なので、どうしても、写真が印象の大部分を左右し

ます。 

それなのに、写真がそもそもなかったり、風景やご飯のみの写真だけだった

り、残念な顔写真だったりすると、、なかなかいいねを返しづらいです        

なんて言うんですかね、、、 

顔の好みというのも確かにあると思うんですが、そういう問題じゃないんで

す。。 

「なんでこの写真にしたんだろう」「この人本気じゃなさそうだな」「クセが

強そう」などと感じると、左にスワイプです         

ちょっとの工夫でマッチング率がかなり変わると思いますので、ご自身がそ

うなってしまっていないか、少し見直してみましょう！        

 

以下、私のおすすめです。 

 

複数枚登録できると思うので、お顔がはっきりわかる写真と、趣味などの一

幕、それから、好きなものの写真などを載せるとバランスが良いかもしれま

せん(*'▽'*) 

会ってからのギャップを減らすために、違った表情の写真を 2 枚以上載せる

のもおすすめです！ 

 

できれば、ラインのアイコンと同じで、自撮りの真顔の写真より、友達が撮

ったっぽい自然な笑顔の写真がいいですね！やっぱり、笑顔は世界共通の合

図です♡ 

 

イケメンというわけじゃなくて人気会員の男性は、やっぱり笑顔で清潔感の

ある爽やかな写真を使ってる方が多いですね。 
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これを書くため、今実際に「人気会員」をたくさんチェックしてきたので、

すごい勢いで彼らに足跡が残ってしまいました(´･ω･`)笑 

身を呈して再確認してきたので、少しでも活かしていただけると嬉しいです

     笑 

 

次回もマッチングアプリについて書く予定です        ♀ 

ではでは、一週間頑張りましょう〜♡ 

 

 

 

2019.04.10 水曜日 08:15   

 

おはようございます☀ 

まみりんです^_  ̂

今日も朝っぱらから LINE についてお話しします！！ 

 

LINE はメールと違って、スタンプが送れますね(^^) 

スタンプは物凄いたくさんの種類があるので、何を選ぶかで自分のキャラが

出やすいです。 

文章だけだと冷たく感じるものでも、スタンプ一つ送るだけで印象が変わり

ます！積極的に送りましょう(^^)！ 

ただ、スタンプはあくまでオマケですので、文章無しでスタンプばかり送っ

ていると「面倒くさいんだな。」と思われてしまいますのでほどほどに…。 

 

そして、スタンプの選び方ですが、女ウケを狙うなら可愛いスタンプがオス

スメ！だからと言って、少女漫画のキャラとか萌えキャラとかではなく、「マ

スコットキャラ」が無難かと思います！！ 
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キモ可愛いものは個人的に面白くて好きなのですが、初めは可愛らしいクマ

とか、ウサギ、猫などで母性本能をくすぐりましょう！笑 

 

スタンプが送れる分、メールで絵文字を使いまくるのは微妙です！ 

相手のテンションに合わせて調整しましょう(^^)！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.04.12 金曜日 14:07   

 

こんばんは     女子部のまほです♪ 

 

今回のテーマは【デリカシーの無い男】にしたいと思います        とにかく女

性はデリカシーの無い男性は嫌です。あたりまえですよね      普段職場や人

が集まる席で様子を見ているとわりと他は出来ているのに、悪気なくデリカ

シーに欠けた発言をしてしまう男性を目にします。その例を紹介します         

 

「あ、◯◯ついてるよ」 

→この、ついてるよ系は親切心で言ってくれている事が多いでしょうし女性

にこれ以上恥をかかせないためですよね。でもわざわざ皆んなに聞こえる中

で教えるのはやめましょう。女性の見かけ身だしなみに関することは大変デ

リケートでチェックしてきた筈なのに、ご飯を食べているときに口元につい
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たとか歯についたとか…そんな事故をたまに起こしてしまいます。見つけた

ときはそっとその子にしか聞こえない音量でコソっと言ってあげて下さい。

私が言われて良かった加えフォローは「まほちゃん、口元についてるよ。ほ

んとお子ちゃまみたいだなぁ     」でした。笑  

 

服にゴミ、口元に食べカス、などなどは奥さん、彼女、の場合はわざわざ発

言せずにさりげなく取ってあげましょう。私は女友達の服のゴミはその子が

気づかないうちにさりげなくポイっと取ってあげます。また話はそれますが

男性も飲み会食事のシーンではお手洗いの際に鏡で自分のこともよくチェ

ックしておきましょう！ 

 

「あの、ブス」「あの、ばばあ、じじい」 

→発言が汚いのは NG です。普段は言わない男性でも例えば運転している時

ゆっくり歩行しているおばあちゃんを見て「ばばあ、遅いな」や失礼なこと

をしている女性に対して「あの、ブスまじで無理」などポロっと発言してし

まう場合があるかもしれません。いくら優しい人でもその一言で嫌だな…と

いうポイントが出来てしまいます。汚い言葉のポロッと発言には気をつけま

しょう。 

 

今回は 2 つ紹介しました。恥をかかせられるということは男女限らずその相

手を高確率で嫌いになってしまいますよね。発言は少し気をつければいくら

でも直せるので意識してみて下さい        ♀ 
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2019.04.13 土曜日 20:30   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみんです。 

本日の授業（モジュール 2）にご参加いただいた皆様、お疲れ様でした！！

いつもありがとうございます         ♀ 

 

私事で恐縮ですが、今日はレッスン前にランチ、後に飲み、と、スクール前

後にマッチングアプリでの新規アポを 2 件こなし、かなり疲れました。笑 

良い出会いにならなくとも（涙）、この経験値が皆様のお役に立てばいいな

と思っていますので、折を見て共有させてくださいね！ 

（未入会の皆様！スクールでお待ちしておりますね、えへへ♡笑） 

 

さて、今回も引き続きマッチングアプリについて書いてみます。 

※あくまで普通の OL（28）目線のリアルな意見です。笑 

 

2.プロフィール文章について 

 

ハイライト表示の際に一番目に付くのが写真なので、やっぱり写真が最も大

事なことは間違いないです！！！ 

 

その上で、次にわたしが重視するのはプロフィール文章です。 

私個人的に、頭が悪くなく物腰柔らかい方が好みなので、そのあたりはちょ

っとした文章から感じ取ります。 

不思議と、文章って人柄が出ますよね〜！ 

（いつも拙文をお読みいただき、心より感謝申し上げます        ） 
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これまたいくつかのサンプルを今一度確認して参りまして、気づいた点は下

記の通りです。 

 

①短すぎる方は本気さを感じない。 

②写真とのギャップがありすぎると、なんとなく信用できない。 

③仕事、休日の過ごし方、好きなものなどが満遍なくかつ簡潔に書かれてい

ると、その後メッセージのやり取りが楽。 

④謙虚さと明るさを同居させている方は好印象。（丁寧語、謙譲語が中心で

ありながら、「笑」や顔文字があるなど） 

⑤「○○な方は苦手です」などのネガティブな情報はあえて書かなくても・・・。 

 

伝わりましたでしょうか？もしよかったら、上記の観点でご自身のプロフィ

ール文章を今一度確認してみてはいかがでしょうか(*'▽'*) 

もし悩んでしまったら、ご相談ください〜！ 

 

④などは特に、普段の LINE などでも通ずるものがあると思いますよ      

そもそも全て普段の自己紹介にも応用可能ですね！！ 

 

次回もマッチングアプリについて書く予定です        ！ 

ではでは、おやすみなさいませ♡  

 

 

 

2019.04.15 月曜日 20:15   

 

こんばんは！まみりん隊長です^_^！ 

重度の花粉症で尚且つ薬の副作用も重度で八方塞がり(？)ですが今日も
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LINE の話をしましょう！笑 

前回のモジュール 2 に参加された方はまほちゃんから聞いたと思いますが

「おじさん LINE」に気をつけてください！ 

気になる相手には、自分の事を知ってほしくてついついやってしまいがちな

のですが、聞いてもないのに今日一日の報告をしてきたり、返事をしてない

のに毎日毎日「オハヨ〜☀」「お疲れ様ァ〜      ✨」などの挨拶を送ってく

るなど、検索すればたくさん出てきますが、たまに出現します！こういう

人！笑 

興味のない相手からくるこの手のLINEはウザいだけで、実りはありません。 

たとえ、返事が来ているとしてもそこから進展がないような返事であればそ

こに実りはありません。 

女性側も、ウザいなーと思ったとしても相手が仕事に関わる人や何かしらで

立場が上になる人であれば仕方なく返事をします。そうなってくるとパワハ

ラです！笑 

ある程度立場が上になってきた方々は特に気を付けてくださいね！男性若

手社員と同じ事をしただけなのに、自分だけセクハラ扱いになる事も多々あ

ります！ 

 

何か迷ったら相談してください^_  ̂

 

そういえばおじさん LINE はよく謎に語尾を伸ばします〜！笑 

今日はここまで✨ 
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2019.04.17 水曜日 20:00   

 

こんばんは    女子部のまほです♪ 

今回は少し辛口に、いつも気になる男性の辞めてほしい行動などを紹介しま

す。多分人より気になる性格なのですが女子会などで話すと激しく同意され

るので気をつけて損は無いはずです       ✨ 

 

【メガネが汚い】 

油や指紋ついてないですか？ 

 

【ポテチを食べた指の行方】 

ズボンの裾につけてないですか？ 

 

【家に遊びにきた時の手】 

電車乗ったり外から来たのに、手洗いせずすぐくつろいでないですか？ 

 

【毛玉】 

生活感がダダ漏れてます。 

 

【お手洗いに行ったら鏡も】 

見ていますか？身だしなみはいつミスを起こすかわかりません。細かいチェ

ックを。 

 

【鼻毛】 

大事な時こそお手入れを！こちらは気になって仕方ありません。 

 

【眉毛】 
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そこを整えるだけでどれだけ変わるか！！自信が無い方はリーズナブルに

整えてくれる専門サロンもありますよ♪ 

 

【手を繋ぐの好き？俺もすき！】 

これは一例ですが、飲み会などで〇〇すき？などの話題がたまに出ますよね。

〇〇は色んなバージョンがありますが…すごくよく思うのですが、女性は好

きな人と〇〇をするのが好きなのであり、〇〇自体が好きな訳ではありませ

ん！！そこで勘違いしていきなり大胆な行動を好きでも無い人にとられて

嫌な思いをしたという話よく聞きます。気をつけて下さい。 

 

【鼻かんだティッシュ】 

いつまでデスクやテーブルに置きますか？私はすぐ側にいるのに…。 

 

【服のシワ】 

あるよりは無い方がいいに決まってます。 

 

【難しい話】 

わかりません。笑顔でうんうんと聞いて大人しくなり始めたら聞き上手な子

だな、なんて関心せず焦って下さい。大半を聞いていませんし聞き上手なフ

リをしています。女性の興味ある分野なら別かもですが得意げに話すぎるの

はよくありません。ちなみに私が見てきた聞き上手な女の子は反応も良く笑

顔で男性を良い気持ちにさせていましたが、話を全く聞いてないと言ってい

ました。本当です。 

 

今回は辛口に紹介してみました       簡単に気をつけられる部分も沢山あると

思います。たかがですがされどです。気をつけて損は絶対にありません        ♀

✨ また次回もこのシリーズを紹介したいと思います！ 
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みなさんが周りの方に良い印象をもっともっともってもらえたら嬉しいで

す！ちょっとした事からでも見直してみましょう✨そこが大きな分かれ道

になるかもですよ！     

女子部まほでした          

 

 

 

2019.04.19 金曜日 20:15 

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみんです。 

待ちに待った金曜日です！普通の OL 的にはもう、心が躍らざるを得ない。 

一週間、おつかれまでした♡♡ 

 

さてさて、今週もまだまだマッチングアプリネタで参りますよ！ 

 

写真、プロフィール文章･･･と続きまして、今回は、その他入力項目につい

てでございます。 

 

3.その他入力項目について 

 

結論から申し上げます。手を抜かず、基本的には全ての項目を入力するのが

ベターです！ 

なんとなく答えにくい項目（チャームポイント、社交性、性格、お相手探し

で重視することなど）も選んであると、「きっと、考えてこれにしたんだな！」

と思わせることができて、真剣さを演出できると思います。 

もちろん、これはあえて載せないほうがいいだろうなと判断したことについ
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ては、記載しなくて良いと思います。 

 

ハイライト表示の際に取り上げられているのが概ね、写真、年齢、居住地、

（職業）って感じですよね。 

心理的に、「写真の雰囲気なんとなくいい感じ！」⇒「年齢も居住地も（職

業も）現実的！」⇒「詳細プロフィール見てみよう♪」と、なるケースが多

いのではないでしょうか。 

その際、プロフィール文章からなんとなくのお人柄をうかがい知るのと、こ

の入力項目からデータ的な要素を情報収集します。 

 

今回もいくつかのサンプルを今一度確認して参りまして、気づいた点は下記

の通りです。 

まあまあ個人的な意見ですが、少しでも参考になれば嬉しいです        

※いい子ぶっていない率直な意見なので、ご注意です         ♀ 

（しかしそこに価値があると信じ、発信しますね！） 

 

①大学名、ある程度自信あったら具体的に書いちゃいましょう！（正直なと

ころ、写真などがタイプじゃないとしてもとりあえずいいねを返してしまい

ます笑） 

②職業の欄は、アプリによってはハイライトに使われるので、アピールした

い場合は、「会社員」などとむげにせずに充分に活用を！ 

③年収の記載のない人をちょっと怪しんでしまいます（高い低いというより、

記載がないと何かあるのかなぁと勘ぐってしまう） 

④あまりいないですが、「初回デートの費用」を「割り勘」にしている方、

なんでこれにしてるんだろうと純粋に疑問を感じます。（「お相手と相談して

決める」も含め、それはそれでも全然いいんですけど、それならわざわざ書

かなくても？       笑） 
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とにかくいろんな人とマッチングしてみたい！派と、最初からスクリーニン

グしたい！派で多少異なるかとも思いますが、気になったのはこんな感じで

すかね！ 

基本的に、本当に忙しくて時間がないというわけでなければ前者のスタンス

の方が分母が上がって結果的に良いとも思いますが、いかがでしょうか。 

 

でもなんだか、こういう風に決められた欄に入力していったり、自由記述の

プロフィールを書くって、 

自分のことを改めて見つめなおせる機会になっていいですよね(  ́   `*)自

分のことを客観的に見ることができている人って、何事にも強いと思いま

す！ 

 

次回もお楽しみにです！        

 

 

 

2019.04.21 日曜日 20:30   

 

こんばんは！まみりん隊長です(^^)✨ 

前回に引き続き花粉に苦しんでいますが、今日は花粉症にも効くとか言われ

ている「ヨモギ蒸し」をしながらの配信です！笑 

 

さて、皆さんは【ナンパ】した事ありますか？？ 

「付いていく女なんているのか？」「イケメンじゃなきゃ無理！」「チャラ

い！」 

色んな意見があると思います。 

実際、ナンパをしたとしても成功する事はあまり無いかもしれません。ただ、
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私は過去に数回ナンパに付いて行った事があります(^^)私の友達は、銀座で

ナンパしてきた男性と結婚しましたよ！ 

つまり、「出逢いがない」のほとんどは言い訳で、家に引きこもって仕事を

している方は確かに…ですが、外に出れば出逢いはゴロゴロと転がっていま

す！ 

毎日逃し続けているそのチャンス！声を掛けてみれば…可能性はゼロでは

なくなります！ 

もちろん、ナンパは第一印象が命！ 

笑顔・清潔感 120%で挑みましょう！！ 

声のかけ方は「すみません…今からお帰りですか？？…すごくタイプだった

ので思わず声をかけてしまって、、良かったら 30 分だけでいいので、お茶し

てくれませんか！？」 

くらいが無難ですかね(^^) 

「ナンパなんですが」と言ってしまうのも潔くていいです。笑 

あの手この手でナンパしている方は多いのですが、通用するのは 25 歳くら

いまでですかね！と、私は思います。 

夜 21 時を越えた時間帯なら「もう帰っちゃうのー？一杯だけ飲まない？」

なんていう軽いノリも通用する場合がありますが、「チャラい」とは感じま

す！ 

長くなってしまったので今日はここまでにしますね✨ 

 

 

 

2019.04.23 火曜日 20:04   

 

こんばんは     女子部のまほです♪ 

今回も前回に引き続き第 2 段！少し辛口に、いつも気になる男性の辞めてほ
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しい行動などを紹介します。多分人より気になる性格なのですが女子会など

で話すと激しく同意されるので気をつけて損は無いはず✨     

 

【汗じみ】 

トップスの下に肌着、エアリズム等を着るだけでカバーできます！汗かきさ

んは替えを持ちあるくべき。汗拭きシートも。 

 

【肩あたりのゴミ】 

紺色、黒など暗い色を着た時は要注意。小さなゴミは目立つ上にフケに見え

て清潔感ゼロ。こまめなチェックを。 

 

【若白髪】 

ダンディな白髪は別ですが、黒髪のなかに混じる数本の白髪はいくらカッコ

いい人でも残念ポイント。 

 

【やっぱり口臭】 

ミンティアだけでおさまりますか？携帯用の口をゆすげるアイテムやブレ

スケア、もう一度見直して。 

 

【自分の話に自分でツッコんで自分で笑う】 

そのスピードに誰もついていけていません。 

 

【エスカレーター】 

先にどうぞ、としてくれるだけでジェントルメン！ 

 

【いきなり呼び捨て】 

あなた誰？私の何？きちんと順序距離感を踏まえましょう。 
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【お座敷居酒屋で見えた靴下】 

つま先真っ黒？！毛玉？！謎のゴミついてる…とは思われないように！ 

 

【スマホのゲームマスター】 

奥さん、彼女の顔見て話してますか？ゲームで領地を広げる前に目の前の大

切な人の心の領地を広げましょう。 

 

【下ネタ】 

楽しく話すからといって軽いわけではありません。そこは勘違いしないで。 

 

【爪】 

爪噛む、爪長い、爪黒い、NG!! 

 

今回も少し辛口に紹介しました！気をつけて損は絶対にありませんよ        ♀

✨ 次回は周りの女性からも情報収集してこのシリーズ第 3 弾をお送りし

ますね         お楽しみに！！ 

女子部まほでした     

 

 

 

2019.04.25 木曜日 20:30  

 

こんばんは        

女子部のきよみん、、、いや、もはや普通にきよみです。笑 

みなさま、お元気ですか？       本日もお疲れ様でございます！ 

明日頑張れば、大型連休の方も多いのではないでしょうか♡ 

そして明日は LINE LIVE の配信日ですよ〜     まさか、忘れてないですよ



32 

 

ね？！笑 

 

さて！今週もマッチングアプリについてでございます。 

ちなみに、私自身は若干アプリに疲れて＆飽きてきています       笑 

 

いざマッチしてからのファーストメッセージ、どんな文章を送ったら良いで

しょうか？ 

人気会員は特に無限にメッセージが来るので、返しづらいものは自然とスル

ーしてしまいます。 

お相手が返しやすいメッセージを心がけることはとても大切なことです

ね！ 

 

4.マッチング後のメッセージについて 

 

まず、返す気が失せるメッセージはこちらです。どうぞ！ 

 

「いいね、ありがとうございます      ●●（名前）といいます。よろしくお

願いします！」 

 

皆様、こちらどう思いますか？ 

何が悪いんだろう、、？絵文字も入っているし、丁寧だけど堅苦しくもない

し簡潔だし、、とお思いになった方もいらっしゃると思います。 

 

では、良い例もどうぞ。 

「初めまして、●●（名前）と申します！明るい笑顔が素敵だなと思い、い

いねさせて頂きました＾＾マッチングできて嬉しいです！！ありがとうご

ざいます。 
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平日仕事頑張った後の金曜日のお酒は美味しいですよね！笑 普段はどの

あたりに飲みに行きますか？      」 

 

いかがでしょうか！！ 

バランスが良いと思いませんか？！        構成に美しささえ感じます！笑 

 

①いきなり褒めてくれる 

②マッチングできて嬉しいという感情の開示＆謙虚な姿勢 

③私の書いたプロフィールをちゃんと読んでくれている＆共感してくれて

いる 

（細かいですが、私はプロフィールに【金曜のお酒に幸せを感じています。

笑】と「笑」をつけているので、そこも合わせてきているのがすごい！） 

④自然な流れで、長考させない、返しやすい質問 

⑤情報が詰まっているが、長すぎない 

 

このお方はコミュ力高いんだろうなぁ、そして頭も良さそうだな、と思いま

した！ 

こちらを見てから前者に戻ると、差が歴然ですよね？！ 

 

前者みたいな方は、コピペ扱い、、、one of them にされたなと感じますし、

やる気が感じられません。笑 

それに、こちらからその人の情報を再度確認して話を振らないといけな

い･･･めんどくさいから一旦放置。⇒永遠に放置。となります。笑 

 

普段のコミュニケーションも同様ですが、基本的に受身でいてはチャンスを

掴めないですし、あなたに興味がありますよと示す必要がありますし、共感

モンスターになることは「モテ」の近道だと思います。 
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①〜⑤の要素、ぜひ参考にしてみてくださいね♡！ 

 

さて次回は何を書こう？ 

もしマッチングアプリについて取り上げて欲しいテーマがありましたらご

返信お待ちしております        

（私がアプリを退会しないうちにいただけると助かります笑） 

 

ではでは！明日、平成最後の平日も頑張りましょうね♡ 

 

 

 

2019.04.27 土曜日 07:45   

 

こんばんは！隊長のまみりんです(^^)✨ 

昨日、生配信を観て下さった方、ありがとうございました          

見逃した方も、まだ観れると思うので、観に行ってみてくださいね！ 

昨日の生配信では【初デートで気をつけること】をお話ししましたが、「そ

もそも初デートに持っていけない…」「連絡先交換までは頑張れるけど…」

という悩みが出てきた方もいるかと思います。 

今日 T スクールに来られた方にはお伝えしましたが、女性をデートに誘う時

には「あなたに逢いたい」という気持ちを伝える事が大切です！ 

「こんなレストランを見つけたんだけど行きませんか？」「○○って映画観

たいんだけど一緒に行かない？」 

などと口実を作って誘うのも悪くはないのですが、「別にあなたとは行きた

くない」と思われて断られてしまうかもしれないです！ 

でも「○○ちゃんの事、実は前から良いなって思ってて、、良かったら今度

デートしてもらえませんか(＞人＜;)？絶対楽しんでもらえるように頑張る
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ので！！」「今日はすごく楽しかったです！！○○ちゃんの事めちゃくちゃ

タイプなので、今度は 2 人で会ってもらえませんか！？」 

 

こんな風に言われたら、悪い気はしないですね、うへへ(^^)笑 

つまり、ハッキリと好意を伝えるという事です！！ 

すると、恋愛対象で見てもらえるキッカケになりますし、「まぁ、好きと言

ってくれているなら一度くらいデートしてみるか…」と思ってもらえて、あ

なたは"チャンス"を掴む事が出来ます！！ 

そのチャンスをモノにして次に繋ぐ事が出来るかはまた課題ですが、とりあ

えずまずはデートの約束を取りつける事からスタートですよー！！ 

今日はここまで     

 

 

 

2019.04.30 火曜日 13:41   

 

こんばんは     女子部のまほです♪ 

GW 始まりましたね！いえーい          私は地元に帰省中です。皆さんはどの

様にお過ごしでしたか？さてさて、今回も引き続き【男性の気になる辞めて

ほしい行動】を紹介します。3 回目の今回は周りの友人達から沢山意見を集

めてみましたよ！✨     

 

【グルメを装う】 

あれだけ語っておきながら、行ってみたらチェーン店？！なんてならないよ

うに無理な装いは辞めるが吉         ♀ 

 

【会話中に目を閉じるクセ】 
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閉じる時間が長いとすごく気になってきます。 

 

【勝手に車を買う、勝手に仕事辞める】 

奥様にきちんと話しましょう。 

 

【君って呼んでくる】 

なんか偉そうだし上から目線に感じる！ 

 

【道端にツバを吐く】 

本当に無理です。 

 

【車線変更で車を前に入れない】 

心の狭さ。 

 

【「言ってくれれば、やったのに」】 

じゃなくて、気づいてよ！！ 

 

【カラオケのソファに靴で上がる】 

汚い…！ 

 

【他人と揉める】 

女性と一緒の時はグッとこらえて。 

 

【ソファで寝落ちして布団に移動しない】 

世の妻、彼女達の怒り項目上位！ 

 

【テーブルの下で足を組んで靴先が当たる】 
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服が汚れる！！ 

 

【頭ポンポン】 

好きな人限定行為。好きじゃなければ触らないで行為。 

 

と！皆さまどうでしょう？こんなの基本だと思った方も今一度見直してみ

て下さい        ♀ それにしても、友人達の意見募集は辛口すぎて笑       思わず

笑ってしまうものばかりでした。けれど意見募集したどのグループ LINE で

も共通する項目もありましたし、やはりよく見ているなぁと改めて実感しま

した！ 

 

今日は平成最後の日ですね        令和も女子部をよろしくお願い致します

      ✨ 皆さまにとって良い時代になりますように！！ 

女子部まほでした     

 

 

 

2019.05.01 水曜日 20:10   

 

こんばんは        

女子部のきよみです(*'▽'*) 

令和元年！いよいよ幕明けましたね！！㊗️ 

改元の瞬間、みなさんはいかがお過ごしでしたか？ わたしは、大晦日みた

いに楽しく時代を越しました            平成生まれとしては、ちょっと感慨深

い平成最後の夜でした。 

 

そして、遅ればせながら先日は LINE LIVE のご視聴ありがとうございまし
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た           

たくさんコメント頂けて嬉しかったです！      次回もよろしくお願いいたし

ますね         ♀♡ 

 

さて！ 

今週は、マッチングアプリについて一旦最終回でございます。 

 

この約 1 ヶ月。 

いろんな男性とメッセージをやりとりして、時間を見つけてはデートして、

そしてここで記事を書いて笑、とても充実した日々でしたよっ！！        

 

そんな、最終回のテーマはこちら！ 

 

5.マッチングアプリからのカップル成立について（と、ちょっとアツいお話） 

 

4 回にわたってマッチングアプリについてお届けしてきましたが、ハッキリ

言って、そもそも、本当にアプリから付き合うに発展するのか？と半信半疑

の方もいらっしゃるかと思います。 

 

結論から申しまして、かなりあります！！✨ 

なんなら、最近恋人ができた友達はだいたいアプリでの出会いです。 

わたしもアプリから付き合ったことがありますし、今回の集中 1 ヶ月の中で

も付き合ってほしいと打診をいただきました。 

結婚まで至った友達だって少なくないです      ♡ 

 

また、マッチングアプリで恋活を頑張っていると、平均的な年頃の異性のス

ペックや見た目、そして会話内容等のレベルが掴めてくるので、リアルで出
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会った異性にも自信を持って接することができるようになると思います。そ

の結果、別の出会いから恋人ができることも多々あります。 

 

マッチングアプリのみならずですが、人生、すべてがチャンスだなって思い

ます！！✨ 

 

アプリ、、相手がどんな人かわからないし、メッセージのやりとりめんどく

さそう、、、 

 

合コン、、今日の相手はなんだか外れそうだし、身だしなみは適当でいいか、、、 

 

パーティ、、人見知りだし話しかけられるのを待つか、、、 

 

などと、最初から期待や努力をせずに消極的&否定的なスタンスでいてはも

ったいないです         ♀ 

 

思いがけないところに出会いは転がっていますし、自分の心持ち次第で得ら

れるものが変わると思います✨        ♀ 

 

もちろん、全力で頑張っているとうまくいかないことや傷つくこともあると

思います。それは、あなただけではありません！ 

 

例えば、今までメッセージが盛り上がっていたのに、一度デートしたらぱた

りと連絡が来なくなった。。など、そういう経験も糧にして自信に変えてい

っちゃいましょう♡！ 

 

わたしの男友達、、イケメンで東大卒ですけど、、彼も、こんなこと何度もあ
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るって言ってましたよ。笑 

 

令和元年！✨ 

自信を持って、前向きに一緒に頑張っていきましょう      

 

困ったときや傷ついたときは、わたしたちもついています♡ 

 

なんだかアツい話になり失礼しました         ♀ 

それではまた次回です       

 

 

 

2019.05.03 金曜日 20:15   

 

こんばんはー！！まみりん隊長です！！ 

今日は女性と食事に行った際に気をつけてほしいことをお話ししてみます

^_  ̂

 

待ち合わせはお店でも駅でも良いと思います。一緒にお店に入る場合はドア

を開けて女性を先に入店させましょう！席に案内されたら上座が女性です。 

お店待ち合わせの場合も下座に座って待っていましょうね！ 

メニューを選ぶ時も女性優先ですが、完全に任せられてしまうと困るので、

一緒に選ぶとよいです(^^) 

「どれでも好きなの選んでいいからね^_^」などと言ってもらえると、色々

気にせず選べて嬉しいです！ 

大皿料理は「嫌いなものない？」などと聞いてから取り分けてあげてくださ

い。 
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食べる時にクチャクチャと音を立てるのは絶対 NG！！！その他、最低限の

テーブルマナーや箸の持ち方などには気をつけましょう！雰囲気の良いお

店では、店員さんを呼ぶ時に「すいませーん！」と大声を上げるのは良くな

いです。少し手を挙げたり、目で合図しましょう。 

お会計はお手洗いに立った隙に行うか、ススッ！サッ！と金額が見えないよ

うにクレカを出すとスマートです。 

お店を出る時は男性が先に歩き、ドアを開けてあげましょう！ 

 

ちなみに食事中の自分の姿を動画に撮ってみると、客観的に見れてオススメ

です！ 

 

なんだか当たり前の事ばかりでしたが、今日はこんな感じで^_  ̂

 

 

 

2019.05.05 日曜日 20:19    

 

みなさんこんばんは    女子部のまほです。 

今回は日常で使えるちょい褒め言葉を紹介します！普通の会話にちょい褒

め&ちょっと意識させるような言葉を付け加えるだけで全然違うんです。ち

なみに私や周りの女性が嬉しかったものを紹介していきますね☝ 

 

【なんだか、ドキドキしちゃうなぁ。】 

これは LINE 交換するときに、ただ交換→ありがとうございます、だけでは

なくこの一言も。初デートの時や、美容室帰りの女性にも使えますね♪可愛

いにプラスすると良いです✨ 
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【みんな可愛いね！…この子が特に（写真のなかのその女性を指して）僕は

1 番タイプだな】 

女性から友達が写る写真などを見せられた時などに。友達を貶すのは

NG         ♀ 友達も褒めつつ、1 番なことを伝えてみてください。 

 

【◯◯くんが◯◯さんのこといつも話してて可愛いって言っていたよ】 

これは名付けて第三者テク！自分の友達に自分のいない時に言ってもらい

ます。本人から言われるのとは別の威力があり、信用性もあり私のいない場

所でも話してくれてるんだ…！と女性は嬉しくなります。友達に協力しても

らいましょう！ 

 

いかがでしたか？直接「好き」という言葉を使わなくても間接的に伝えられ

ますよね。その間接好きをこまめに様々なシーンで使う事が肝心です。あく

までさりげなくサラッと言うのがポイントですよ☝🏻 

 

女子部まほでした          ✨ 

 

 

 

2019.05.07 火曜日 20:15   

 

こんばんは        

女子部の、いつになく憂鬱なきよみでございます。笑 

みなさまは無事社会復帰できましたか、、、？( ;́ω;̀ )わたしは仕事再開と同

時に国内出張で、ただいま新幹線の中で書いております。笑 

 

さてさて、気を取り直しまして(`・ω・´) 
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本日は、わたしが男性に言われてキュンとした言葉をご紹介させてくださ

い！    しれっとまほ先生に便乗します！！笑 

 

あなたのことが恋愛対象です！と、示せる言葉ばかりでございます(  ́   

`*)やりすぎるとちゃらくなりますが笑、参考になると嬉しいです           

 

「〇〇ちゃんってご褒美感がすごいよね、今日を楽しみにして一週間頑張っ

たよ〜」 

 

こちらは金曜日や週末デートでの一幕で、まだ付き合う前です！純粋にポッ

とした顔をしてしまいました(  ́   `*)♡笑 

 

「ねえ、もしかして寝るの好き？」「すごく肌が綺麗だから、、！」 

 

こちらも上記と同じ方に言われました。笑 咄嗟に「え、朝弱そう？」と返

したんですが、すばらしいオチが待っていました      褒めの一環にぜひ取り

入れてみてください！ 

 

「今度、デートしませんか？」 

 

え、これはどこがいいの？！とお思いになると思います。モテダンは、ご飯

やお出かけという言葉を使わず、わざわざ【デート】という言葉を使ってく

るなぁ、と最近気がつきました！チャラい人じゃなければ、わたしのことを

異性としてみてくれてるんだなぁとドキドキします       

 

「お願いがあるんだけど、、敬語やめない？後輩と話してるみたいだし、も

っと距離を詰めたいと思ってるんだ。。」 
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こちらは既に何度か会ってたりしてある程度打ち解けていて、男性側はもう

敬語ではなくなっているパターンに多いですね！あなたのこと後輩と思っ

てないよというメッセージ性が嬉しいです      

 

いかがでしたでしょうか       

 

毎回えらそうなことを配信させて頂いておいてなんですが、わたし実はかな

り自分に自信がないので、、        

わたしのことをいいと思ってくれている旨をわかりやすく伝えてもらえる

と、安心して相手を好きになれます(  ́   `*) 

 

男性のリード、期待しておりますよ      ！！ 

それでは、また次回       ✨ 

 

 

 

2019.05.09 木曜日 20:01   

 

こんばんは！まみりん隊長でごわす(^^)！ 

今日は、美容院に行ってつくづく思った事…褒めるって大切！！！！につい

てお話ししようかなー。 

 

私、行きつけの美容院があるんですが、最近金欠なもので、昨日は激安クー

ポンの美容院に行ってみたんです。 

行きつけの美容院は、最初から最後までスタッフ全員で私を褒めまくり、「あ

ぁ、私って可愛いんだなー。」と思わせる魔法をかけてくれます。笑 

もちろん技術も世界レベルなので、実際可愛くしてくれているのですが…褒
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めの魔法は大きいな！って思ったんです！というのも昨日行った美容院、全

く褒めてくれないんです！！褒めてもらえないと「あれ？なんかあんま可愛

くない？え、可愛くなってなくない？」という気持ちになってきます…。そ

うなるとテンションも上がらないし、つまんない！！つまんないと顔もブス

になってきます！！致命的！！ 

という事で男性の皆さん、常に褒める事を忘れてはなりませんっ！！ 

褒め言葉をたーっくさん蓄えておきましょう。 

「可愛いね」「天使だね」「その服よく似合ってるよ」「天才！」「僕には手が

届かないよ」「全てが好み過ぎて泣けてくる」「こんなお嫁さんがほしい！」

「こんな可愛い子初めて見た！」「世界で一番！」「銀河系最強！」 

色々あると思いますが、気持ちが一番大切です。「僕は好きだなー！」「だか

ら好きなんだよね」好きという気持ちを乗っける事で、「え、それコンプレ

ックスなんだけど！」となった時でも「それを好きと言ってくれる人もいる

んだな    」とポジティブに捉えることができます(^^)✨ 

「好き」という言葉に慣れましょう！ 

 

あ、ちなみに褒めの天才が集う私の行きつけ美容院は『grico』という原宿の

お店です。←突然の宣伝 w 

 

なんだか意図せずまほちんときよみんに便乗した感があるが…今日はここ

までっ✨ 

 

 

 

2019.05.12 日曜日 09:49   

 

おはようございます♪女子部のまほです     
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今回はちょっとお金はかかるけれどおススメの自分磨きを紹介します。 

 

【美容室】 

これは基本中の基本ですが、皆さんどうですか？？髪型で人はかなり変わり

ます。ここで注意なのは自分のこだわりや間違った方向にいかないことです。

素直に美容師さんにイメチェンしたいのでおススメはありますか？と聞き

ましょう。女性とデートする約束があると言っても良いと思います。また今

後のセットの仕方などを教えてくれると思いますが素直に言うことを聞き

ましょう。美容師さんの知り合いが、ダサい人ほど、時間がないやワックス

持ってない…などを理由に言うことを聞いてくれないとボヤいていまし

た！ 

 

【顔の整体】 

皆さんの顔のバランス歪んでいませんか？私は自分が顔の整体に行く分、男

性の顔の歪みかなり気になる事もあります。顔の左右対称バランスは健康に

も関わりますし見た目の美しさも関わります！鏡をみて歪んでるかも…と

思う方は是非通ってみて下さい。気持ちも良いしそんなに高くはないです

よ！ 

 

【歯のホワイトニング&クリーニング】 

年齢を重ねたり、タバコなどの影響で歯の白さは失われてきます…。仕方な

いことですが女性はホワイトニングに通う方も多いので歯が黄色いかもと

思ったら試しに行ってみて下さい。清潔感が上がりますよ！ 

 

【服】 

ホントに！あなたは！おしゃれですか？！これは自問自答し続けて下さい。

迷ったら GU、ユニクロでも男性はじゅうぶんオシャレできます。変なこだ
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わりは捨てて下さい。周りの女性にアドバイスをもらったり私達にでも大丈

夫ですよ♪ 

 

【眉毛】 

男性専門の眉毛サロンありますよ。眉毛でだいぶ変わります。 

 

 

男性の見た目は、眉毛、髪型、服装でだいぶ変わります。それにプラスαで

す。夏も始まりますし是非楽しい夏を過ごすためにも新しい自分にチャレン

ジしてみて下さい✨          ♀ 

 

まほでした     

 

 

 

2019.05.13 月曜日 20:30   

 

こんばんは       女子部のきよみです！一週間始まりましたね〜。わたしは五

月病気味ですが、みなさまは大丈夫でしょうか？        

 

普通の OL のわたし、実は昨日イケメンドクターからご飯のお誘いを頂き、

楽しくて日曜日にもかかわらず遅くまで飲んでしまいました。。 

明日から仕事なので早めに帰ろーっと思っていたはずなのに！何がそうさ

せたのかなと考えましたが、それはイケメンだからでもお医者さんだからで

もなく、やっぱりお話していて楽しかったからだなぁと思いました(O_O)

それに尽きます！会話、本当大事ですね！！！ 
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そんなモテダンから役に立ちそうなお話を聞いて参りましたので、わたしの

個人的な見解を交えつつ共有させていただきます      

 

★初デートのお店選びについて 

        ♂「カウンター席がいいですね。対面だとお互いに緊張しちゃうから、

横顔くらいが丁度いいかも。さらに、コーナーだとベストかな。時々顔をし

っかり見られるのがいいよね。 

ガチガチのフレンチは本気感がでちゃうし、ナイフフォークも緊張感が出ち

ゃうので、俺だったら箸で食べられるところがいいかな。カジュアルフレン

チとか、お洒落な和食とか」 

 

わかってらっしゃる…！わたしも初対面でしたらカウンター希望です！威

圧感がなくなり、話しやすく感じられて安心します。 

カウンターでなくても、テーブルに向かい合わずに座るスタイルも良いです

ね。 

 

★ファッションについて 

        ♂「今の季節だったら、ジャケット×T シャツ×スラックス×ローファ

ーとかかな。マスターできてからならいいけど、特段の自信があるわけでな

ければ、柄を入れるより無地×無地が良いと思います。 

清潔感があればユニクロで揃えるでも全然いいと思うなぁ。ある程度大人だ

ったら、その場合は時計や靴をいいものにしたりね。 

あとは、触ったときにいい感触のものだとなお良いですよね。相手発信で動

いたとき（相手からのボディタッチなど）、えっ、この人いいもの着てる！

って思われるような」 

 

これまた同意でしかないです！！まほちゃんが常々発信していることとも
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通ずるものがありますね(  ́   `*) 

たとえば結構年上の方で柄×柄、みたいな方は正直「おお・・・」ってなっ

ちゃいます        本当にお洒落で似合っていたら別ですが、正直そのパター

ンは稀有なので、そこは謙虚な姿勢でいるのがベストかと思われます！✨ 

後半はちょっと上級者意見にも感じられますが笑、男性も女性も常に勝負で

すから気を抜かずに、ですね     

 

いかがでしたでしょうか！ 

まだお伝えしたいことがあるので、次回に続きます(*'▽'*) 

ではでは、おやすみなさいませ♡   

 

 

 

2019.05.15 水曜日 21:14   

 

みなさんこんばんはー！1 回3 万の育乳エステに必死に通っているまみりん

隊長です^_^！笑 

さて、今日はデート代の負担についてお話ししますか！！ 

 

デート代を男性が持つのは当然と思っているような女はクソだ！！ 

という意見、よく耳にします(^^) 

 

しかし実際のところ、男性が持つのが当然と思っている女性は多いです。 

特に初デートは重要で、まだ恋心がそこまで芽生えてなく「良い人だな。ま

た次もデートしてみようかな。」くらいの段階で割り勘が発生した場合、「あ

ぁ、この人私に気がないんだな。可愛くみせようとオシャレして来たのに無

駄な時間だったわー。もう二度と会わないわー。」などと思ってしまいます。
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もちろん、最後までニコニコ楽しそうにしますけどね！ 

初デートはスマートに、当然のようにご馳走するのがよいです(^^) 

 

お付き合いが始まるまでは、全額負担が無難です。「1 回目だけ？ケチ？お

金ないの？」と思ってしまいます。ホントにこの女、性格悪いな！と感じた

かもしれませんが、女性同士でこの話題を出すと、かなりの確率で満場一致

になります。。 

 

「ご馳走してくれるってことは、好意を持ってくれてるんだよね！」 

 

というように、相手の気持ちを図るものにもなりますね！ 

 

二人で 1 万円のお店で「3000 円もらっていい？」とか言われるくらいなら、

一杯 800 円のラーメンをご馳走してくれた方が私は嬉しいです。 

男性が払っている金額は前者の方が遥かに多いのに、です！！ 

 

お付き合いが始まってから、とても頻繁にデートをするようになった場合は、

苦しくなってくる人もいると思います。 

その時には「ごめん、本当はご馳走してあげたいんだけど、ちょっと今月厳

しくなってきちゃって、少し出してもらってもいい？」と言ってみるとか、

お家デートや公園デートなどでお金を使わないようにするなど工夫すると

良いかと思います(^^)✨ 

 

あ、たまーに「絶対に借りを作りたくない！！」とか「男女平等だろ！私は

しっかり収入があるんだから払う！！」とかで絶対に割り勘主義の女性もい

るので、そこは臨機応変に！！ 
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基本的に「え？いくらですか？払いますよー！」と言って財布を出すのは「カ

タチだけ！！！」なので、それを鵜呑みにして「あぁ、じゃあ 1000 円でい

いよ^_^」みたいな事は絶対にやってはなりません！！笑 

 

長くなってしまったので今日はここまでにします！ 

それでは皆さん、素敵なデートをしてきてくださいねっ     

 

 

 

2019.05.17 金曜日 20:00   

 

皆さんこんばんは女子部まほです         

日々女子部 LINE では様々な質問を頂いています      今回は《よくある質

問》をアドバイスと共に紹介したいと思います。 

 

【女性をドキっとさせるにはどうしたら良いですか？】これはまず、好意が

少しでもあって男性として意識する相手じゃなければドキッとはしません。

つまり例えれば、好きでもない男性に壁ドンされても嬉しくないしドキッも

しません！！ドキドキさせれば良いという問題ではありません。ドキドキさ

せられるか？ではなく好きになってもらうには？から始めましょう。きちん

と段階を踏むことが大事です。 

 

【どうしたらオシャレになれますか？】 

私も普段使っている無料のアプリでおススメがあるので紹介します♪

「WEAR」というアプリです。一般人やモデルさん達のコーデを見れます。

アイテムからの検索も、同じ年齢身長体重からユーザー検索もできるので自

分により近いオシャレさんを探す事ができますよ。是非見てみて下さい。 
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よくある質問を 2 つ紹介してみました        ♀ 

そしてまた違うテーマになりますが最近発見した男性に気をつけてほしい

事も 2 つ紹介します。 

 

【鼻息】 

なかなか自分じゃ気付かないポイントですが、シーンとしたオフィスや満員

電車でフガフガしてる男性たまにいます、、！緊張するとフガフガしちゃう

人もいると思うので、日頃も女性といる時も鼻息は目立たないように意識し

ましょう！！ 

 

【女性との距離感】 

近づきすぎていませんか？いくら親しくなりたいからといって物理的に距

離を縮めるのは NG です。無難に常識的な距離を保ちましょう！ 

 

どうでしたか？皆さんの参考に是非して下さいね        ♀✨ 私も女性です

が鼻息気をつけてます笑。今週 19 日はスクールがありますね      参加する

方はお会いできることを楽しみにしています    ✨ 26 日も女子部 LINE 

LIVE 配信があるのでお楽しみにー！！ まほでした     

 

 

 

2019.05.19 日曜日 20:05   

 

こんばんは       女子部のきよみです！日曜日も終わりかけていますが、みな

さまいかがお過ごしでしょうか？(  ́   `*)本日セミナー受講された方、お

疲れ様でございました♡ 
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さて今回は、前回のイケメンドクターのお話の続きとさせていただきます

ね！✨ 

さりげなーく、こんな話も聞き出しちゃいました！笑 

 

★パーティなど大人数の場で、気になった女性にアプローチする方法につい

て 

 

        ♂「最初の声掛けは《何飲まれてますか？》でも《お二人でいらっしゃ

ったんですか？》でも何でもいいかな。入りは、男性 2 名で女性 1 名に話し

かけても、逆に男性 1 名で女性 2 名に話しかけても、人数比に拘る必要は無

いと思っています。 

一緒にいる友人に先に話しかけてもらってから徐々にマンツーマンになっ

たりすることもあるかな。とにかく、話しやすい空気感を作ることが大事で

すね」 

 

こちら、普段私たちの先生がおっしゃっていることと重なりますね！！やは

りモテダンは自然に実践していました。。 

楽しい場を作る・・・改めてですが、スクールでワークとして練習している

ことは本当にためになりますね！ 

（まだの方は、お待ちしておりますね            ） 

 

いかがでしたでしょうか^_  ̂

 

こんなことを聞いてしまったし、期待に応えてちゃんと手の内を明かしてく

れたということは、きっとわたしは彼の中で異性枠から外れたのでしょ

う・・・また身を呈してしまいましたよ           笑 
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捨て身で得た情報、少しでも皆様の血となり肉となったら嬉しいです        笑 

 

次回もお楽しみにです         

ではでは、おやすみなさいませ♡   

 

 

 

2019.05.21 火曜日 21:02   

 

こんばんは！まみりん隊長です！ 

関東地方の皆様は今日、大雨だったかと思うので、風邪など気をつけてくだ

さいね。 

 

さて、今日はアドバイス…というよりは私がこの LINE やスクールなどで皆

さんとやり取りさせていただく中で感じている事をお話しします！ 

 

皆さんのモテない理由はなんですか？ 

「顔が不細工だから」「年収が低いから」「背が低いから」「おじさんだから」

「出会いがないから」「自分の事を分かってくれる女性が現れないから」「謎」 

色んな事を聞きます。 

 

では、モテるための努力はしていますか？出来る事、全てやりましたか？ 

全てやったけどダメだった！という人は、他のところに原因があるか、努力

している方向がちょっとズレてしまっているか…だと思います。 

 

「○○だからモテないのは仕方ない。」などと言い訳をしている人は、一生

運命の相手には出逢えないかもしれないです。 
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「人は中身だ！見た目で決めるような女は願い下げだぜ！！」 

という声を聞くこともありますが、社会人として見た目を整える事が出来な

いようなだらしない男性はきっと不潔で部屋も汚いし、生活習慣も最悪なん

だろうな… 

と感じます       

スクールの生徒さんも、お会いするたびにビックリするほど見た目も中身も

見違えて、良い結果を迎えている方々は色々と上手くいかなくて苦しみなが

らも、諦めずに努力を続けていました！ 

 

素直に努力が出来る方は必ず変われます。 

努力なしに奇跡は起きませんので、変わりたい方はぜひ頑張ってください

ね！ 

 

今から出来る事… 

「鏡を見て笑顔の練習」 

「ネガティブワードを使わない」 

 

なんかただの話し長い説教おばさんみたいになっちゃいましたが、頑張りま

しょうね✨ 

 

何を頑張ろう…という悩みが生まれた方はご相談ください(^^) 

 

それではー(^^) 
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2019.05.24 金曜日 12:12   

 

こんにちは！女子部のまほです          連日暑さがグングン上昇しています

ね…！☀ 

夏が近いという事で皆さんは自分をケアするアイテムはきちんと準備して

いますか？？ 

汗拭きシートや制汗剤、色々なアイテムがあるので自分に合ったものを見つ

けておきましょう。夏は一番男性の清潔感が普段どう保たれているかある意

味わかる季節です。持ち物が増えたとしても BBQ などのイベント時には変

えのエアリズムや T シャツを用意しておいたり、周りを気遣って携帯扇風機

を持参したりすると好感度ポイントに繋がりますよ♪そんな部分みていな

いと思っていても、女性は見ていますよ…！ちなみに私は自分がメインで使

うつもりですが明日予定の BBQ のために携帯扇風機を 2 つ充電中です笑

       

 

夏なんかリア充が楽しむ季節だ…なんて思う方もいるかもしれませんが、自

分が楽しんだもんがちだと思います。私のおススメは常に 1 つは楽しみな予

定を作ることです。とにかく楽しいと思えるものなら仲間とでも 1 人でも

    です。 

 

話のネタも自然に増えるし、やはり楽しそうなプラスのオーラが出ている男

性は魅力的です。パリピになれと言うわけではないですよ！笑！ 

 

【平凡な毎日にひとスパイスの楽しみを】 

は私のモットーの一つです。では今回はこの辺で     来週はモテる男性ある

あるを探して紹介したいと思います✨まほでした。 
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2019.05.25 土曜日 20:30   

 

こんばんは     女子部のきよみです！土曜日の夜はうきうきしますね〜(^^)

みなさま、いかがお過ごしでしょうか？(  ́   `*)そして、本日セミナー受

講されたみなさま、改めてお疲れ様でございました♡         ♀ 

 

今回は！夏が迫ってきたので、夏のファッションについてお話ししたいと思

います        ♀☀ 

 

【インナー大事！】 

まほちゃんも何度も発信しておりますが、やはり汗のケアが大事になってき

ますね！！ 

Ｔシャツなどが汗染みでびっしょりだと、せっかくのお気に入りの服が台無

しに       特にグレーは注意が必要ですね！ 

 

【白パンは汚れに注意！】 

夏になると、白のパンツが爽やかで素敵ですよね♡男女ともに夏っぽくて好

感度高いアイテムですが、汚れていると台無しになってしまいます        メ

ンテナンスはしっかり行いましょう(^^)シミ抜きも売ってます！ 

 

【短パンは避けたほうが無難】 

リゾート地でしたら別ですが、大人の男性は短パンはあんまり、、かもしれ

ません(´･ω･`) 

涼しくてらくちんな短パンは履き心地が良さそうですが、無難に行きたいシ

チュエーションではいったん誰からも好感を持たれるロング丈がおすすめ

です✨！ 
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いかがでしたでしょうか？ʕ•̫͡•ʔ♬✧ 

 

一緒に楽しい夏を迎えましょう！！ 

 

 

 

2019.05.28 火曜日 21:15   

 

こんばんは！転職活動中のまみりんです！！^_  ̂

日曜日の配信を観てくださった方々、ありがとうございました✨ 

 

さて皆さん、家や職場、趣味の場面で人に会った時、自分から笑顔で挨拶し

ていますか？？ 

 

「職場は暗い雰囲気だから…」「ギスギスしてるから…」「そういう感じじゃ

ないし…」 

という皆さん。。笑 

自分が変われば周りも変わりますっ！！ 

真顔で挨拶じゃダメですよ？太陽のような満点の笑顔で挨拶しましょう！ 

初めは「えっ、あ、おはようございます…??」みたいな返事が来るかもしれ

ませんが、だんだんと周りも笑顔で挨拶するようになるはずです☀ 

 

挨拶をすると、そのあとも会話しやすくなりますよね？ 

周りの人と仲良くなれば仕事もしやすくなりますし、出逢いも広がります！ 

そして何より、あなたはキラキラと輝き、人を引き寄せる魅力的な人間にな

れます！！←少なくとも以前よりは！笑 
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勇気を出して挨拶してみてください。やってみると、なんて事ないですよ

(^^)✨ 

 

周りとコミュニケーションが取れるようになると、気になっていた女性と食

事に行けるチャンスも掴めるかもしれません！！ 

 

環境はある程度までなら自分で変えられます。 

 

まずは挨拶から！頑張ってみてください(^^)！ 

 

そんなのとっくに出来てるよ！！！！ 

 

という方は、挨拶＋ひと褒めですね✨ 

 

「おはようございます☀今日のファッション素敵ですね！とっても似合っ

てます✨」 

「おはよー！あれ？髪切った？めっちゃ良いじゃん！どこのお嬢さんかと

思ったよ！」 

「おはようございます。今日のネクタイめちゃめちゃカッコイイですね！プ

レゼントですか？」 

 

男女問わず、褒めまくりましょう！！みんなが笑顔になりますよ(o^^o) 

 

さて、明日のおはよう！から早速実践しましょうね！なんなら、今日のおや

すみ！！からいきましょう！！笑 

 

それではっ！ステキな夢を！おやすみなさーい✨ 
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2019.05.30 木曜日 21:33   

 

皆さんこんばんは     

女子部まほです。実は私！先週の週末に男女 8 人で BBQ をしてきました

☀       楽しかったです〜笑♪その中で実際に観察して感じた部分も含めて、

モテる男性あるあるを紹介しますね！ 

夏のイベント時の複数の集まりでのポイントも注目です。 

 

【男性同士のチームワークが良い】 

とにかく複数の場合はチームワークは大事です！仲が良ければ場の空気も

楽しくなるし、色んな作業がスムーズになりますよね♪そして 1 番重要なの

は、同性の仲間から好かれている様子です。いくら異性に好かれていても同

性の友達が少なかったり協調性がない人は、ン？この人は人として大丈夫か

な？と印象ダウンです。恋愛がまだまだ不器用でも仲間とはしゃいでいたり

人望が熱い人は魅力的に見えます。そういう部分けっこう見てますよ     

 

【女性をみんな女性扱い】 

複数の集まりになると年齢の幅が出る場合がありますよね。誰かをおばさん

扱いしたり、子供扱いしたり、は辞めましょう。私が参加した BBQ、私 32

歳以外は女性は 25 歳、男性は 26 歳でしたが、全く年齢について嫌なイジリ

はありませんでした。しかしいつまでも片付けや準備などをしていた時に

「ほら、まほさん早く座りなよ。俺があとするからさ♪」と気にかけてくれ

た男性がいました。いつまでも作業しがちな人っていると思うんですが、い

くら他が盛り上がっていてもそれに気づいてきちんと気にかけてあげられ

るのはポイント高いです。 

 

【褒め上げ上手】 
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BBQ のメンバーに 1 人、初めて混ざる女の子がいたのですが唐突にある男

性が「◯◯ちゃん…いやぁ可愛いわ。うん…ほんと可愛いね！今日の服とか

めっちゃいい！」と突然褒め倒していました。突然です。スクールでもよく

話すのですが、可愛いと思ったその瞬間にパッと自然に褒める力はあって損

はありません。褒められた方も悪い気なんてしません。褒めるのが苦手な人

はハッキリいって損してますよ！！ 

 

とちょっと長くなってしまったので。今回はこの辺で    次回はこの続きを

また紹介したいと思います。これは男性向けに話していますが、男女共に言

えることだと思います。2019 をよりよく楽しくすごすために            去年よ

り 1 歩前に進んでみましょう！ 

 

 

 

2019.06.01 土曜日 16:00   

 

こんにちは     女子部、社畜気味のきよみです！一週間おわりましたね(^^)

みなさま、いかがお過ごしでしょうか？(  ́   `*)わたしは休日出勤してお

ります笑 

 

今回は！夏におすすめデートについて語らせていただきます        ♀☀ 

 

【ビアガーデン】 

「会社帰りに暑気払いとかどうですか？」などと、気軽に誘えるのでおすす

めです(^^)ポイントは、センスのいい会場を押さえることです！✨ 

わたし的には、有楽町の交通会館の上がイチオシです！わりと落ち着いた大

人しかいなくて、雰囲気◎です       
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【花火大会】 

ベタですが、やっぱりいいですよねー！      最近いいなと思ったのは、指定

席を取っちゃうことです！すごく早く行かなくてもいいですし、花火と相手

に集中できます♡(^^) 

 

【海辺のお散歩】 

決してリゾートに行かなくたって、横浜や湘南にリトルトリップするだけで、

夏を感じられますよね♡          

やっぱり海辺っていうのはロマンチック、、今風でいうとエモいと言うので

しょうか笑 

このお出かけは「デート」なんだなと、意識させることができますよ！！

✨ 

夏のことを考えるとワクワクしますね♡(^^)LINELIVE でもお話しさせて

いただきましたが、服装やエチケットなどに気をつけながら、令和初の夏を

一緒にたのしみましょう〜(*^^*)♡ 

 

どんなときも笑顔、明るさ、そして隙があったら褒めるを忘れずに      

ではでは、また次回お楽しみにです♡ 

 

 

 

2019.06.02 日曜日 20:00   

 

皆さんこんばんは！まみりん隊長です(^^)✨ 

 

素敵な女性には大抵彼氏や旦那さんがいますよね。 

旦那さんがいる場合は揉めると厄介なので諦めた方が良いですが、彼氏がい
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るくらいなら奪い取りたいものです。笑 

 

日本で有名なメンタリストさんが言っていましたが、彼氏と別れさせたい場

合、有効なのは「彼氏を褒める」だそうです！ 

彼氏の事であなたが相談を受けていたとして、「これはチャンスだ！！」と

思って「そんな奴別れた方がいいよ。」「最低じゃん、どこが好きなの？」 

などと悪く言ってしまうと、「彼氏にも良いところがある！確かに酷い事言

われたけど、いつもは優しいし！！」と、反発の心が生まれます。←実際に

体験しました。笑 

 

逆に、「でもめちゃめちゃ良い人じゃん！そんな優しい男いないよ！○○ち

ゃんは幸せ者だと思うなぁー！」などと褒めまくってみると、 

「え…そう見えるかもしれないけど、彼にはこんな悪いところがあって、て

ゆーか別に大して優しくもないし！！」と、欠点を探そうとしてしまう心理

があるそうですよ(^^) 

 

実際、自分で「彼氏がこんな事言ってきてウザいの！！」と悪口を言ってる

くせして、他人に悪口を言われるとムカつきます w 

 それが自分に好意を向けている男性だと、「え？彼氏と別れさせて私と付き

合おうとしてるだろ！！」と考えて、結構ムカつきます(^^)！！ 

 

ということで、愚痴を言っている程度なら「へぇー！それはムカつくよね。」

くらいにしておき、「愚痴ならいつでも聞くから、とりあえず早く仲直りし

なよ^_^」と応援の姿勢を見せる方が好感度よいですよ！ 

 

「本当にもう別れようと思ってる。」と本気モードになっている場合はやっ

とチャンス到来です！ 
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「頑張ってね！何かあったら連絡して。迎えに行くから。」とか言っておく

と心強いですね！いいですね！！恋愛っていいなー！！← 

 

実際、それで彼氏と別れたあと、バイクでお迎えにきてもらった経験があり

ます。あの頃は若かった。 

 

では皆さん、いい恋愛を     

 

 

 

2019.06.05 水曜日 09:50   

 

こんにちは      女子部まほです♪予告していたテーマをクルッと変えてきよ

みちゃんにのっかって      笑       私もおススメのデートスポットを紹介し

たいと思います♪♪まだまだアプローチ中な女性へのおススメデートです

       

 

【リアル脱出ゲーム】 

と、言っても色んなジャンルはあるのですが都内に何店舗もありアクセスも

良いし 30 分〜2 時間くらいでサクっと楽しめます。非日常空間で大人向き

ですし室内が多いので雨の日も暑い日も心配ありません。街中を練り歩く周

遊型もあり、食べ歩きしたりプラプラできて楽しめますが秋など涼しくなっ

てからにしましょう。過去真夏にそれをした際、本当に暑くて辛かったので

す…。お互い汗ダクじゃあ台無しなので気をつけて！そして謎解きは必然的

に仲良くなれます✨デート向きなコンテンツなどは私実は詳しいので

LINE@で是非聞いて下さいね♪ 
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【有楽町にある最新のプラネタリウム】 

これまた室内ですね！暑い夏にひと休みがてら星空を一緒に見上げるのは

素敵じゃないですか？ここのプラネタリウム、ペアシートがあるのですが既

に彼女かお嫁さん以外のアプローチ中はペアシートは NG ですよ！ギョ

ッ！となってしまいます。紳士的に普通の横並びシートを予約しておきまし

ょう。もしプラネタリウムに好感触で女性側が「あ！ペアシートあるんです

ね♪次はあのシートで観たいなあ」なんて言って貰えたら期待しても良いか

もですね♪ 

 

【お祭り】 

夏らしいですよね♪都内のアクセスの良い場所でも露店が沢山出ているよ

うなお祭りちょこちょこあると思います。女性が行きやすい場所を探して合

わせてあげて下さいね♪仕事帰りでもお休みの日でも、「近くでお祭りある

みたいなので、ちょっと行ってみませんか？」なんて誘ってみると気軽な感

じでまだ関係が浅くても行ってもいいかな…？と思うかもしれません。 

 

どうでしたか？皆さんの参考になれば嬉しいです       私は暑がりなので必

然的に室内ばかりの紹介になってしまいましたが…汗が心配な方にはオス

スメですよ     さて今日も一日、少しでも皆さんにとって良い日になります

ように✨まほでした。 

 

 

 

2019.06.06 木曜日 20:15   

 

こんばんは       女子部の社畜きよみです。涙 

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？         
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山ちゃん＆蒼井優さんの BIG NEWS、ビックリでしたね！！！ 

私も結婚したい、、、、｡ﾟ( ﾟஇωஇ ﾟ)ﾟ｡笑 

 

さて、今回もお食事以外のデートについて発信させていただこうと思いま

す！ 

 

【スポーツ観戦】 

わたしも最近はまったのですが、いいですね！⚽⚾ 

真夏や真冬は暑すぎもしくは寒すぎてつらいですが、今の時期は本当に気候

が丁度良くて気持ちいいです☀ 

もともとスポーツにすごく興味があるタイプではなかったのですが、最初は

外でビール飲めて楽しいよ！という誘い文句に乗っかってみたところ、大声

も出せて気分もすがすがしくて気に入りました^_  ̂

知らなかった楽しみを教えてくれる男性は素敵です♡ 

 

【岩盤浴】 

はっきり言って、距離を縮めたい場合、とってもおすすめです！！        

部屋着みたいな格好がお互いに新鮮ですし、汗を流しながらですとリラック

ス効果があるのか、心を開けるような気がします。普段話せない深い話もで

きちゃったり・・・！ 

最近のスパはレストランやゆっくりするスペースなども設けられていて、な

んなら一日いても飽きません。梅雨の時期も、天候に左右されないすすめス

ポットです！      

 

【競馬場】 

これまた、最近連れて行ってもらって個人的にはまりました       ☀笑 

競馬場って正直、「柄の悪そうなオジサン達が発狂している場所」というイ
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メージがあったのですが笑、全然そんなことないですね！ 

いや、もちろんそういった方もいますけれど、基本的に綺麗ですし、レスト

ランがいっぱいありますし、緑に溢れていますし、空が開放的でいいところ

だなあと思いました。 

ちなみに、わたしは何事も勉強したいタイプなので賭け方や人気の馬につい

て猛勉強して臨みました。笑 

とはいえもちろん大外し！でもそういう問題じゃなく、普通に楽しかったで

す       ✨ 

 

【ライブ＆音楽フェス】 

音楽好きな女子って意外と多いですよね。わたしもそのひとりなんですけど、

レアなチケット取れたんだけどどう？と言われると、のこのこついていって

しまいます。笑 

去年、B'z のライブめっちゃ楽しかったな、、(  ́   `*)笑 他にも「ミスチル

取れたけどどう？！」「ゆず取れたけどどう？！」とお声掛けいただいたこ

とがあります。そのあたりの有名どころであれば、特段のファンじゃなくて

も楽しめるのでおすすめです^_  ̂

音楽フェスも、一日行動を共にできるので仲良くなれそうですよね        

 

いずれも、お食事以外の時間を共にするとお互いに別の一面を見れたりして

素敵ですよね(^^)男性に対して、引き出しが多いな！と、感心しますし✨ 

 

ではでは！次回もまたお楽しみにです     
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2019.06.08 土曜日 20:30   

 

こんばんは！まみりん隊長でっせ！ 

最近すごく思った事がありまして、自分語りが多い人って嫌われる…のは周

知の事実だと思うのですが、それを自覚なくやってしまってる人が多いんだ

なーって気付きました！！ 

 

基本的に、聞いてもないのに「俺はね」と言って自分の事を話すのは自分語

りかも。と思っておいた方がいいです。 

あとは、女性が話している時に「あー、なるほどね。つまりこういう事だよ

ね？」とか「あー、たしかに。ちなみに俺の場合はね…」とか、そういうの

も「自分語り男」と思われてしまう要因になります。 

 

もちろん、聞かれた時は普通に答えて良いです！ 

だけれども、あんまり長いと「あぁめんどくさいな。聞かなきゃよかった。」

と思われてしまうので、適度に答えつつも「○○ちゃんは？」と、質問を返

してあげると良いです(^^) 

 

聞き上手な女性だと、ついつい長ーく気持ちよーく語ってしまう気持ちはわ

かるのですが、「あ、喋りすぎた…」と思ったら 

 

「○○ちゃんが聞き上手だから喋りすぎちゃうよぉ！俺の事なんてどうで

も良いから○○ちゃんの事教えて^_^！」なんて言ってみると、私なんかは

嬉しい気持ちになりますねぇ(о´∀`о)     

 

ちなみに、会話のレベルは女性に合わせてあげた方がよいですよ！ 

自分の方が知識が豊富でも、「あ、それってこうだよね！ちなみにそれはど
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こどこの地域が発祥で、徳川家康が…」みたいにベラベラ雑学を押し付けて

くるのはかなりウザいです。 

 

女性側が「これってなんでこんなカタチなんだろー？」とかって言ってる時

に「あー、これは○○が発祥だから、多分こうなんじゃないかなー？」みた

いにサラッと知識を出すと「えっ！カッコいい    」となります。←私は、

です！！ 

 

求めてない情報をベラベラ語られるのはウザいってことですかね！ 

喋りすぎ、注意です！ 

 

それでは！肌寒くなってますので風邪にも注意です(^^)✨ 

 

 

 

2019.06.10 月曜日 20:00   

 

こんにちは     まほです♪梅雨入りしてしまいましたね…        ジトジトジメ

ジメ…私はこの時期が 1 番苦手です        蒸し暑かったり雨だったり、この

季節対策はバッチリですか？スマートな男性として季節までもこなしてい

きましょ！笑 

 

さてさて、今回もデートスポットを紹介しますね           梅雨向き ver です。

注意点も！ 

 

【猫カフェ MOCHA】 

猫カフェも沢山ありますが、この MOCHA というお店はめちゃくちゃオス
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スメです。都内にも地方にもありますよ♪とにかく店内がめちゃくちゃお洒

落で空間だけでも素敵です。500 円課金すると、猫ちゃん達が寄ってくるお

やつをあげることができます。猫好きな女性だったらおやつもサラっと店員

さんにオーダーして体験させてあげて下さい♪猫カフェに行く前はきちん

と猫アレルギーな女性もいるので会話の中で探りつつ確認しておきましょ

う。大丈夫な場合は猫カフェでマッタリデートも素敵ですよ。 

 

【舞台もの】 

演劇やお笑いなど、なかなかこういうのって好きでチェックしていないと行

く機会ないと思うのですがあまり難しそうなものでなく、めちゃくちゃ個人

的な意見ですがタイムリーな劇団四季のアラジンや、秋から始まるサザエさ

んなどタイトルを聞いて惹かれるようなものを誘ってみると良いかもしれ

ませんよ♪ 

 

【駅から遠くはやめておくが吉】 

雨の日に傘を差して長い距離を歩くのは、いくらゴールに美味しいお店があ

っても女性にとってはストレスです。最近の女性の服は丈が長い物も多いで

すし、スカートの裾が雨で汚れてしまったり服や髪が濡れるとテンションは

下がります。なるべく駅近や、どうしてもな場合はタクシーを使ってあげて

ください。 

 

【雨に濡れていないか気づかう】 

何かと気遣ってあげてください。ただそれだけです。これくらいなら俺ささ

ないんだよね！っていう男性たまにいますが、女性によっては気を使って差

したくてもさせなくなるパターンがあります。女性と一緒の時は小雨でも差

しましょう。 

 



71 

 

皆さんどうでしたか？雨は嫌ですが、女性との距離が縮まれば相合傘でさら

に距離を縮めるラッキーハプニングもあります       笑 一緒に梅雨を乗り

越えましょう    まほでした             

 

 

 

2019.06.12 水曜日 20:15   

 

こんばんは       女子部、本日も社畜のきよみです。涙 

ついに入梅しましたね！！！        

洗濯物をお外に干せないし、ヘアスタイルがキマらないし、食べ物がすぐ腐

るし笑、あんまり気持ちのよくない季節ではありますが、何事も楽しく乗り

越えたい所存でございます。笑 

 

さて今回は！！！ 

自分自身が絶賛社畜中ということもあり笑、、、【忙しい女性】への効果的な

アプローチ方法をお伝えしたいと思います！ 

 

【返事を急がない】 

あまりに忙しいと、好きな人にさえも返事ができなくなります。。涙 

むしろ、ライトな関係のお相手には気軽に短文返信できたりもするのですが、

気になる方には片手間ではお返事ができないので、「あとでちゃんと･･･」と

思っていると、気がついたら 2,3 日過ぎてしまっていたり。 

そこは変に勘ぐったり不安になったりせずに、基本的には相手からのお返事

を待ちましょう！ 

追撃しまくったり Twitter 風日記 LINE を送ったりするのは、良い方向にい

かないことが多いかもしれません      
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なお、相手の返事が遅いからといって、必ずしも自分からのリターンも同じ

ペースにする必要はないと思います。 

たまには、相手の返事が滞っていても、「忙しそうだけど、体に気をつけて

ね！これめっちゃリラックスできるよ（Youtube の短い癒し動画などリンク）

返事はいらないよ笑」ですとか、 

「そういえば、確か明日が例のプロジェクトの発表だったよね？頑張って

ね！」などと、気の利いたメッセージを入れるといいですね     

タイミング次第で、かなりじーんとします           

ちょっと上級編ですが、ソーシャルギフトでスタバの 500 円券などを添えた

りすると、なお一層感動です！（実体験） 

 

【落ち着くタイミングを探ってアポを取る】 

多忙女子は、忙しい中でも並行して先々の予定をしっかり立てていたりしま

す。笑 

よく、お相手なりのお気遣いで「落ち着いたらまたごはんいこう！」と連絡

をいただくことがありますが、それですとなかなかその日は来ません、、。 

なぜなら、そこで一歩進んで具体的にアポを取ってくる男性が存在するから

です。どんどん後回しになってしまいます       

自然に（詰める雰囲気は出さずに）いつ頃落ち着きそうか柔らかく聞いて、

じゃあこの日にどう？と、具体的に決めちゃうのがいいと思います☀        ♀ 

「ご褒美に美味しいものでも食べよう。何も考えずに体ひとつでおいで笑」

など、気遣いが感じられて嬉しいですね       

 

今日はここまでに致します         ♀ 

次回も続編を発信させていただこうと思います(  ́   `*) 

ではでは、また次回をお楽しみにです( ̂ ω  ̂)♡ 
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2019.06.16 日曜日 20:01   

 

こんにちは！フィードバック隊のまほです✨ 

梅雨開けしたら本格的な夏が到来ですね      夏かぁ…楽しみ！！そんな気持

ちに自然となれたら素敵ですよね\( ̂ v  ̂)/ 

 

そんな夏を楽しむために、好きな人や仲間と楽しむために、みなさんは『好

奇心のアンテナ』を常に張っていますか？？        ✨ 

 

テレビや雑誌を見ている時、街を歩いている時、何気ない日常でも意識して

アンテナを張っていると沢山の情報をゲットできます。 

 

『知識』は魅力ある男性のポイントの１つですよね。学力的な知識も勿論で

すが、楽しい知識を持つ男性は尚魅力的です。新しいスポットやお店、アク

ティビティ、ジャンルは様々に得意分野でも構いません。女性の心をワクワ

クさせられるような知識を常に意識して吸収していると思わぬ所で活用で

きますよ！ 

 

この令和最初の夏から皆さんも『好奇心のアンテナ』をフル稼働させていき

ましょう！ 

 

質問は随時お待ちしています\( ̂ o  ̂)/ 

また次回をお楽しみに！      
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2019.06.18 火曜日 22:15   

 

みなさん、こんばんは       

女子部、社畜状態が続いているきよみです。涙 

 

あっ、、！朝も夜もかなり残業しておりますが、少しの隙さえあれば飲みに

行ってネタを集めていますのでご安心をᕦ(ò_óˇ)ᕤ笑 

 

さて今回は！！！ 

【忙しい女性】への効果的なアプローチ方法 続編でございます        

 

 

【デート内容を改めて考える】 

もし、忙しい平日の合間の土日を GET した場合、体力を消耗させるデート

は避けるのが無難です！         

拘束時間を短くしてあげたり、場所設定を彼女のテリトリーから近いところ

にしてあげたり、負担を減らしてあげるのがベターですね     

個人的には、平日できなかった用事に一緒に付き合ってくれるもの嬉しいで

す！ 

近々買わなければならないものを一緒に買いに行ってくれたりとか、さくっ

とランチして病院やジムなどに送ってくれたりとか。笑 

いずれにせよ、アクティブなデートよりまったりがおすすめです       

（映画＞遊園地、近所でお茶＞都心でお買い物 など） 
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【プチギフト】 

じゃん！こちら、実際に頂いたものです。笑 

 

前回も少し触れましたが、ソーシャルギフトは手軽でおすすめです！     

500円のコーヒーチケットは送る方も受け取る方も負担にならないですよね。

それでいて心遣いがとても印象的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もし対面できるタイミングがあったら、入浴剤やホットアイマスクなど、高

価ではないけれど気の利いたものをさらっと渡すと素敵です！ 

自分のことを考えてくれているんだなあと思い、惚れ惚れします･･･♡ 

 

いかがでしたでしょうか        

 

何だかわたしのリアルタイムな願望を吐露してしまいましたが笑、少しでも

参考になれば幸いです         

 

ではでは！次回もまたお楽しみにです     
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2019.06.20 木曜日 20:30   

 

こんばんはー！職場変わって体調崩しつつあるまみりんです       

 

最近、「彼女が出来ました！」という報告がチラホラ伺えて、とっても嬉し

い気持ちです      ✨ 

 

しかし、彼女が出来たからそこで終わりではありませんね^_  ̂

 

今日は一つ、彼女や奥さんとの会話で入れない方が良い事をお伝えしま

す！！ 

 

それは… 

 

「ほかの女性の話！！」 

 

「別にその子はただの同僚だし」「その子はただの友達だし」「その子は親戚

だし」「彼女の友達だし」 

 

そんなのは関係ありませんっ！！ 

存在をチラつかせないようにした方がいいでしょう。 

 

嫉妬をしないタイプの女性もまぁまぁいますが、他の女性の話を聞いて嬉し

い人はあまりいないです。私は聞いた事がないですね。。 

 

今日あったエピソードとしてどうしても話したい場合には「職場の(苗字)っ

て人がさー、」などと、性別が分からないように言うとよいです。 
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あと、気をつけるべきポイントは「その子」「職場の子」などという表現で

す。 

「子」というのを男性に使う方は少ないですよね？ 

つまり、「その子」と言われると「あぁ、女ですね」と分かってしまうので

す！ 

 

「そいつ」とか「○○(呼び捨て)」は男性に使いやすいので、そういう言い

方をすると勝手に「男性かな？」と解釈できるので、good です！ 

 

「いや、そんなの騙してるみたいで嫌だ！！」という方は、もうその話をす

るのを諦めてください…。笑 

 

信頼だとか嫉妬だとか、そういう問題ではなく、とにかく他の女の話が出る

のが嫌！！なのです。 

 

これから平和に生きていくために、ぜひ他の女性の話には注意してくださ

い！ 

 

それから、彼女や奥さんの方から「職場に女の子いるの？」とか「その人は

女？」とか聞いてくる場合もあります。 

 

その時には「あぁ、いるよ。」「そうだよ」と正直に話してもいいですが、根

掘り葉掘り聞いてくる場合は「仕事以外の会話はないからなぁ」とか「あん

まり関わりがないからね」とかで安心させてあげてください。 

 

話を始めてしまった時に「その人は女？」と聞かれた場合、変に誤魔化すの

も怪しいので「そうだよ、それでこうだったんだー。」と、さっさと話を切
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り上げましょう！ 

 

彼女の友達の話を彼女がしてきて、「この子可愛いでしょー？」と言われた

時は腕の見せ所！！笑 

 

 「あー、(自分の友達の名前)は結構好みの感じかもなー！^_  ̂  俺は世界

一可愛い子と付き合ってるからそんなに思わないけど。」 

などと、肯定しつつ、俺はキミしか見えないよ！というような感じを出すと

喜びます。笑 

 

「こんな場合はどうすれば！！」というご質問があれば返信してくださいね

(^^) 

それではまたー！ 

 

 

 

2019.06.23 日曜日 21:25   

 

こんばんは、女子部まほです     日曜日の夜ですね     週末お休みだった

方はどうお過ごしでしたか？？ 今日私は、アラジンの映画見てきました。

めちゃくちゃ良かったです…✨ 

 

さて！今日はそんなアラジンからもヒントを得たテーマにしたいと思いま

す。【背伸びした自分&ありのままの自分】です。 

 

女性との初デート、また大人の年齢ともなれば【それなり】のデートをする

ために頑張ってしまいますよね。もちろん女性側の意見としても頑張ってほ
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しいなとは思います。でも毎回お高いお店はさすがに難しいですよね。気張

りすぎるのも女性側が疲れてしまう事もあります。 

 

結局最後、結婚したりお付き合いする相手に求める部分は「安心感」や「飾

らない自分も好きでいてくれる」だと私は考えています。 

 

例えば「今日は◯◯さんと初デートだから張り切っちゃったんだ。でも普段

は俺ラーメンとか好きだから、並んで美味しい所食べに行くのも好きなんだ

けど◯◯さんはそういうのはすき？もし良かったらそういう場所も◯◯さ

んと一緒に行けたら凄い嬉しいな」なんて素直に話しつつ相手の様子を伺っ

てみるのも良いと思います。もちろん女性を褒める言葉も忘れずに添えつつ

です。 

 

100 パーセント頑張り過ぎると、後々恋が成功した場合でも維持するのはど

んな人でも難しいのでマイナスにならない程度に気取らない自分も早い段

階で知ってもらう事は大事だと思います。 

 

デートであれば、100 パーセントな部分を一部だけでも必ず入れるようにす

ることを心がけてみてください。他がちょっと微妙でも 100 の部分が記憶に

強くのこる…はずです！ 

デートを数回重ねていけたら、そうやって少しずつありのままの自分を見せ

ていけたら良いと思います。何事も頑張りすぎは続きませんからね！それに

女性もあまりにも完璧すぎると毎回のデートへの期待値がすごくなります

ので気をつけてください笑 

 

ただの奢ってくれる良い人にならないように！ 
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では、明日からまた 1 週間皆さんに沢山の良い事が起きますように

✨                   

まほでした。 

 

 

 

2019.06.24 月曜日 20:10   

 

こんばんは       女子部のきよみです！ 

お天気のよくない日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？        

 

最近、仕事が立て込みすぎており心が狭くなってしまっている自覚がありま

す               

そんなときこそ、周りの人にあたったり、無礼な態度を取ったりしないよう

に気をつけないといけませんね。。 

 

、、と自分を戒めつつ、本題に入りますね！！笑 

 

本日のテーマは、じゃじゃん！！！ 

「告白」についてです！！！ 

 

「告白」と一口に言ってもいろいろあるかと思いますが、一旦ここでの定義

として「交際を申し込むこと」といたしますね〜！ 

 

絶賛婚活中の私、、最近、ありがたいことによく交際を申し込まれます。 

なぜかというと、私が長期出張を控えているからです。モテまくっているわ

けではないです。笑 
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先方が焦っているのか、ここのところ、すぐに「付き合って欲しい」と言っ

てもらうことが多いです。 

 

しかしながら･･･タイミングとか刺さる理由って難しいなと改めて考えさせ

られますね      

ちょっと紐解いてみようと思います☀ 

 

【何回目のデートで？】 

よくあるテーマですね。笑 

やっぱりこちらは 3,4 回目が良さそうです。 

初対面や 2 回目のタイミングで言われると、「誰にでも言うのかな？」か、

「私のこと良く知らないはずだし、なんか買被っていそう」のどちかかに近

いことを思ってしまいます。 

すごく密に連絡を取っているですとか、以前からの知り合い等でしたら別で

すが、お互いに良くわからない人ですとちょっと危険ですね     

とはいえ、初対面の段階から、褒めたり質問したり、興味があることを示し

ていくのはとっても大事なことでございます     

こちらはどんどん出していき、「いいなと思っているよ」アピールをぜひお

願いいたします♡ 

 

逆に、何度もデートを重ねておきながらずっとそのままも考え物ですね、、 

「私は彼にとってなんだろう？」という気持ちが芽生え始め、やがて「恋愛

対象」枠から外れてしまいます。 

何回もデートを重ねているとしたら、女性的にも（程度の大小はあるとして

も、少なからずは）その男性をいいなと思っているはずなので、そんな間に

他の方にとられてしまってはつらすぎます。。 
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タイミングを逃さないよう、注意深く進めていきましょう      

 

【見切り発車はもったいない】 

気になる人が出来ると、モヤモヤして早くハッキリさせてしまいたくなるか

と思うのですが、ある程度「いけそう」と思えるまではやめておいたほうが

いいかもしれません。 

相手はまだ、ぼやっと「いいかも✨」と思い始めた段階かもしれません。

そんなときに Yes か No の回答を求めると、「気になるかも、、でも、あんま

り保留にするのも相手に悪いから No としておこう」と思わせてしまう可能

性が高いです。 

誠実な女性でしたら、なおさらです。 

その場合、もう関係が終わってしまうことも考えられます。。 

「ぶっこんでみようかな？」と衝動に駆られたときに、一旦彼女が自分をど

う思っているのか、自分の中で分析してみることをおすすめいたします        

 

今回はこのへんで！ 

次回も今回の続編とさせて頂きたいと思います      

ではでは！おやすみなさいです     

 

 

 

2019.06.26 水曜日 21:31   

 

こんばんは！職場が変わって社長秘書になった隊長です(^^)✨ 

今日の LINE ライブを観て下さった方、ありがとうございました！ 

 

さて、最近よくいただくご相談で「職場の女性が気になります」というのが
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あります。とっても多いです！職場に素敵な出逢いがあって羨ましいです

(^^)     

 

そんな相談を聞いていてよく思う事が「勘違いしてないかな…？」という不

安です。。 

 

職場では、皆さんもそうだと思いますが、その人の事が嫌いだったとしても

露骨に態度に出すわけにはいかない場合が多いですよね？ 

ということは、とりあえずは誰にでも愛想よく接してみます。 

ご飯の誘いも、「あ、ぜひ行きましょう(^^)！！（まぁ先輩だし断るのも感

じ悪いよな…)」 

という風に、愛想よく乗ってくれますし、実際何度も飲みに行く場合もある

でしょう。 

 

ただ、それはあくまで付き合いなので、恋愛対象として見られているのが分

かると「ウザいな」「気持ち悪い」「もう行きたくない」という気持ちが強ま

ってきます。 

 

そして、たとえば異動があったとかの機会があれば、「よっしゃ！これでも

う断れる！！！」という風になったりします！ 

 

その女性を好きだった男性側からすると「あれ？なんだか最近冷たいような

…。前までいい感じだったのに…。」 

という風に思うようです。どうやら。 

 

もちろん、本当にいい感じかもしれませんし、相手側から積極的に誘ってく

るような場合には「もしかして…！？」と思ってもいいですよ！     
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見極めは難しいかもしれませんが…休日にちょっと遠方までのデートが出

来るくらいの関係なら、期待して良いかもです！ 

たとえば、東京→鎌倉くらいの距離で、ドライブして、のんびり食べ歩きと

か。 

ちゃんとしたデートが出来るレベルであれば、次は告白しても良いと思いま

すっ(о´∀`о) 

 

今日はライブで散々喋ったのでこのくらいで！またねー！ 

 

 

 

2019.06.28 金曜日 20:36   

 

みなさんこんばんは⭐ 女子部のまほです。 

この間のトークライブ配信見て頂けましたか？？トークライブはチャンネ

ルに飛ぶと配信後も観れるので生放送を見逃し方は是非見てみて下さいね

      ✨ 

 

今日は最近回収した【女性に対して気をつけるポイント】を紹介しますね♪ 

 

【女性の顔を触らない】 

例えば慣れた友人関係やカップルに言えることなのですが、女性の顔に触れ

るスキンシップ（ほっぺをムギュ、鼻をつまむなど）は控えたほうが良いで

す。何故なら化粧がヨレるから！！そっと触れる程度ならギリセーフですが

力が少しでも入るタイプのスキンシップは辞めましょう。 

 

【デスクの上は綺麗に】 
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職場編ですが、デスクの上はいくら自分のテリトリーと言えど綺麗にしまし

ょう。空のコップ、使ったチリ紙、放置されると気になります。汚いです。

その行為に身に覚えがある方、職場の女性が自分が居ない間に片付けていて

くれていた場合、それは優しさからではなくキレ気味で片付けていますよ。

気をつけて！ 

 

【クシャミ、咳】 

季節の移り変わりは体調を崩しやすいですよね。咳やクシャミが出る時、マ

スクしていますか？もしくはハンカチで抑えていますか？たまに見かける

んですが自分の腕やジャケットに咳をおさめていませんか？衣類の清潔感

もなくなるし、近くでクシャミや咳をされまくると同じ空間に居たくなくな

ります。手もその手のひらどうすんの？となります。ハンカチ、マスクが 1

番良い気がします。体調管理も気をつけましょう。 

 

3 つ紹介しました。どうでしたか？         ♀ 

 

それと！最近、私の知り合いにいる褒め上手な男性がまた技を出していたの

で紹介します。 

なんとその男性は直接会ったことのない、まみりんを電話ごしに可愛いと褒

めていました        

 

「つい、声が可愛いから、絶対可愛い人だなって思いました」だそうです。

顔を見なくても直接会わなくても褒めることって出来るんですね！彼曰く

「つい」という言葉を付けるのがポイントらしいです。確かに唐突に褒める

場合、「つい、可愛いくて」や「つい、言いたくなっちゃって」とか使うと

思わずポロッと出てしまった本音感がありますよね♪皆さんも是非使って

みて下さい。 



86 

 

さて、明日は T.school がありますね     お会い出来る方は楽しみにしてい

ます♪♪まほでした     

 

 

 

2019.06.30 日曜日 20:05   

 

ALOHA              改め、こんばんは       女子部のきよみです。 

実は先日より出張でハワイにきております。当面、19 時間の時差を超えて

お届けいたします！      笑 

 

今回は前回の続きを配信する予定でしたが、ちょっと最近気になったことが

あったため、一旦そちらを配信させていただきたいと思います！！ 

 

【気遣いとは】 

恋愛においてだけではありませんが、気遣いってとっても大事ですよね！し

かし、気遣いと一口に言っても、それって一体なんなんでしょうか？ 

 

たとえば、わたしが冒頭で「出張でハワイに来ています！」と申しました。

そうすると概ねの反応としては「羨ましい！」となります(*_*) 

実際に今回、渡航前に数々の方にそう言われました。 

 

でも、本当にそうなんですかね？笑 

 

だって、ハワイといえど仕事ですよ？めっちゃ大変なわけですよ！！なのに、

羨ましいって言われても、、        
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ハワイ＝リゾート地＝羨ましい 

と、他意なく想像した結果の一言だと思いますが、それでは相手の心に刺さ

らないどころか、ちょっとわたしは心外でした。笑 

 

わざわざ大変アピールはしないですけど、本当は朝から晩まで過酷なんです

        でも、ハワイに行くという事実だけで楽しいものと想像されてしまっ

ては、、、そこからはもう、うわべの会話をなぞるだけです。笑 

そんななかで、「ハワイといえど、仕事じゃ大変だよね。」と言ってくれた方

がひとりだけいました。全然意識していなかった方でしたが、心に刺さり、、

この人は気遣いができる人だなぁと感動しました(  ́   `*) 

 

気遣いの言い換えのひとつに、わたしは「想像力」があると思うんです！ 

目に見えるわかりやすい情報だけでなく、他の可能性を想像する癖がついて

いる人は、気遣いが上手なんだと思われます！ 

 

わたしも見習おうと思っているところなので、共有でした(^^) 

ではでは、また来週♡♡ 

 

 

 

2019.07.03 水曜日 08:02   

 

おはよーございますっ☀ 

毎日がライトスピード      まみりん隊長ですっ！ 

 

最近思うんです。T.school の生徒さんたちってレベル高いよなぁ…って！ 

やっぱりコミュニケーションって、意識せずにできてる人は除いてですが、
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練習が必要なものです！ 

 

スポーツと同じで、頭ではわかっていても実際は練習を重ねないと身体が動

かない…動きが不自然…緊張しちゃうっ…！！！ 

試合で優勝したいなら、練習するのが当たり前ですよね？ 

恋愛も同じです。 

意中の女性と結ばれるには、○○ちゃん杯で優勝     しなければなりません。 

始めは出来なくて当たり前。不自然になって笑われても、「なんか前と変わ

っちゃったね」とか言われても、良いんです！ 

変化している証拠！努力の証！！ 

 

今日、出勤したら誰よりも明るく笑顔で「おはようございます☀」から始め

ましょうね！ 

職場の太陽になってください(^^) 

 

✨笑顔のワンポイントアドバイス✨ 

歯は出して笑った方がいいけれど、上の前歯だけ出すようにするとより自然

で美しいと思います！ 

鏡を見て、自分の笑顔をチェックしてみてくださいね(^^)！ 

 

それでは今日も一日がんばりましょう     

 

 

 

2019.07.06 土曜日 11:30   

 

みなさんおはようございます       
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最近ダイエットをしてマイナス 2 キロに減った 

まほです✨まだまだ目標体重は遠いですが目に見える結果が出てくると嬉

しいですよね(^^) 

 

さてさて、今回はまたおススメデートスポットを紹介したいと思います。こ

の間スクールの生徒さんが彼女さんとのデートに参考にしていますと言っ

てくれて嬉しかったです     皆さんも是非参考にしてみて下さいね       

 

【谷中銀座】 

知っている方も多いかと思いますが、古き良き商店街が観光スポットとして

も賑わう場所です。〔夕やけだんだん〕からみる夕焼けはとても綺麗で人気

があります。その周辺ほ猫も多い事から、猫モチーフのお菓子や雑貨屋さん

があったり、美味しい食べ歩きできるお惣菜屋さんもありますよ♪夏は商店

街のお祭りやイベントもあるので合わせて行くのも良いですよね♪下町風

情を楽しみながらほっこり散歩デートができますよ。 

HP    https://www.yanakaginza.com/ 

 

【ティフォニウム】 

ティフォニウムは VR の施設で渋谷とお台場にあります。私はお台場でホラ

ーコンテンツのコリドールを体験しましたが面白かったです！2 人で手を繋

いで進むかひとつの輪を 2 人で持って進むか選べるのですが、手を繋げたら

ドキドキですね♪輪っかだとしても 2 人一緒に進むので楽しめること間違

いナシです。もちろんホラー以外にもファンタジックな世界感のものもある

ので女性に合わせてあげましょう♪これは本当におススメです。予約は必

ず！ 

HP    https://www.tyffonium.com/ 
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【ある刑務所からの脱出】 

以前にも紹介したリアル脱出ゲームの中で、特におススメのコンテンツです。

2 人で挑戦するもので、制限時間 10 分なので初心者にはちょっとやってみ

ようかな…とトライしやすい内容となっています。だからと言って簡単とい

う訳ではないですし、2 人で協力しなければなりませんので距離感を縮める

チャンスにもなります。身体を動かしたり好奇心旺盛な女性であれば同じ建

物で開催されている〔ノワール美術館潜入作戦〕がおススメです。こちらも

2 人で挑戦できますよ♪自分のカッコいい所を見せられるかも！ 

HP    https://mysterycircus.jp/ 
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【六本木スカイデッキ】 

六本木ヒルズのスカイデッキは眺めも最高で、夏は最高ですよ♪夏シーズン

は浴衣を着ていくと無料になるので近場での六本木周辺のお祭りデート帰

りや行く前に寄って行くのもアリです。夜もこのシーズンだけ 22 時まで開

いているので是非行ってみてはいかがですか？ 

    https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2019/07/3282/ 

 

今回は 4 箇所のデートスポットを紹介しました      参考になれば嬉しいです

♪付き合う前の関係でも、こんなのがあるから一緒に行きたいな♪と誘って

みるのにも参考にして下さいね！もし何かしらで断られても、この人沢山楽

しい場所知ってるんだなぁ✨と好印象になるはずです！僕といると楽しい

よ！というアピールに繋がるので大事ですよ    次回もデートスポット特集

にしますのでお楽しみに♪まほでした            

 

 

 

2019.07.06 土曜日 20:05   

 

Aloha♡そしてこんばんは       女子部のきよみです！ 週末ですね、皆様いか

がお過ごしでしょうか？？ 

7/4 がアメリカの独立記念日だったため、ハワイはみんなお祭りモードです

         

 

出張中、デートもできていなければ、プライペートの LINE のやりとりさえ

もままなっておりませんが、、、本日も皆様のお役に立てるよう頑張ります

    笑 
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本日のテーマは、じゃじゃん！！！ 

「告白」について第 2 回目です！！！ 

 

今回も、「告白」のここでの定義は「交際を申し込むこと」とさせていただ

きますね〜！ 

 

前回は、何回目のデートがベストなのか、そして、見切り発車はおすすめし

ませんということを発信させていただきました。 

 

続きまして、はっきり伝えた方がいいということと、相手の告白待ちサイン

についてお送りいたします        ♀    どうぞ！ 

 

【大事なことははっきりと確実に！】 

単刀直入にいきます。みなさんは、ちゃんと「付き合ってください」の一言

を口にしていますか？？ 

言わなくてもわかるはず、、と思って勝手に付き合ってる気になってはだめ

ですよ！         ♀ 女性は基本的には、そのあたりのことはきちんと言葉で確

認しておきたいと思う生き物です。 

仮に男性側が言葉なしに交際をスタートさせ、お泊まりなどをしてしまった

とします。ちゃんと言葉があればうまく続く関係も、そんなことがあると女

性は遊ばれているのかなと悩んだりして、次第に冷めていくこともあります。

2 人が想い合っているのにも関わらず、そんな結末になってはつらすぎます

        

伝わってるはず、お互いもう付き合ってるはず、と思い込むのはやめて、き

ちんと男らしく言葉で示してた上で、気持ちのいいお付き合いのスタートを

切れるといいですね(*'▽'*) 

ちなみに、「付き合う」の意思確認なしのまま、そのままいい感じにお誘い
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に乗ってくれる女性もいます。その場合、むしろあなたが遊び相手として見

られている可能性もありますのでご注意を       ！ 

 

【告白待ちサインを見逃さないように！】 

あくまで多数決的な話ではありますが、基本的に女性は自分から告白するこ

とは少ないとされています。男性からのアクションを待ちます。 

「好き！」「付き合いたい！」と思っても、その決定打は打ち込めません。

誰が決めたのか、なんとなくそういうものという風潮がありますよね       

ですので、女性は好きな気持ちが募ると相手の男性に「告白してほしい」サ

インを送ります。とにかく「付き合って」と言わせにかかります(  ́  `*)笑 

このサインを見逃さないように、しかしながら自信過剰になりすぎないよう

に、、注意深くウォッチしましょう！✨ 

 

どうやって見極めればいいのか、例えばどんなところに表れるかについてで

すが、、、 

 

長くなってきたので、また次回にひっぱらせていただきますね         笑 

ではでは、よい週末を♡Mahalo〜               

 

 

 

2019.07.08 月曜日 20:35   

 

皆さんこんばんは！隊長の、まみりんです^_  ̂

実は今月は T.school に参加出来ないんです…。寂しぃいいい！！ 

 

さて、先日は職場での飲み会がありました(^^) 
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そこで気が付いた事をお話しします！ 

 

まず、せっかく普段関わりのない人と親睦を深めるチャンスの飲み会！！そ

こでいつも慣れ親しんでいるメンバーで固まって着座するのは残念すぎま

す！！ 

 

ダッグを組んで盛り上げるなら良いかもしれませんが、大抵は内輪ネタで盛

り上がってしまって終了です。 

 

会場についた時に仲間に「おい、こっち座れよ(^^)！」と言われた時に「お

前いつも話してんじゃねぇかよ、たまには可愛い子と話させろ！笑」などと

冗談っぽくかわしつつ女性のそばに行き、「ここ良いですか？^_^」と爽やか

に座ると 

「え？可愛い子って私！？」と、内心嬉しくなります。 

 

そこからじーっと相手が話してくれるのを待っていてはダメですよ？笑 

 

「高橋さんですよね？経理部の田中です！よろしくお願いします^_^」 

 

普段関わりのない人の場合は自己紹介をしておくと良いです        ♀ 

 

その時、「え、名前知ってていただけてるんですか！」とか返されたらチャ

ンス到来！ 

 

「もちろんですよー！！高橋さんは可愛いで有名なんですからー！僕今日

この席座れたの奇跡ですよ！」 
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くらい言ってしまって大丈夫でっせ(^^)✨ 

 

そのあとは質問を投げかけて、返ってきた事を拾ってどんどん拡げていけば

OK！もちろん、隙あらば褒める！を忘れずに✨ 

 

school の生徒さんは、いつものレッスンの成果を出すところですねー(^^)！ 

 

 

意中の女性じゃなくてもヨイショヨイショは大切です！ 

 

「この人良い人じゃん！面白いし、良いやんけ！！」 

 

と思ってもらえればステキな女性を紹介してもらえる可能性アップですよ

(о´∀`о) 

 

この夏はいい恋しましょー     

 

 

 

2019.07.11 木曜日 11:49   

 

みなさんこんにちは      女子部まほです♪全回の私のライン配信からまた

色々な事を収集しました。その中でも是非おススメなアプローチ方法がある

ので紹介しますね      ✨ 

 

【ちょっとしたお花のプレゼント】 

最近誰かにお花のプレゼントしましたか？お祝い事以外は、その様なタイミ



96 

 

ングなかなか無いですよね。私がおススメするタイミングは、何でもないふ

とした日です笑         花束なんて大きくなくて良いです。大きめだと、帰り際

荷物になるし、一人暮らしだと大きな花瓶を持ってるパターンはあまりない

と思うからです。あと気持ちが重く感じられたら逆効果になります。あくま

でさりげなさがポイントです！本当に、小さな花束やお洒落な 1 輪くらいで

かまいません。一緒に住んでいるとしたら帰宅時に、アプローチ中ならばい

ばいする直前に渡します。女性は「え？今日何でもない日だよ？」と驚くと

思います。あなたは「◯◯さんに、急にプレゼントしたくなって…今日はあ

りがとう♪」や、奥さんや彼女なら恥ずかしくても「いつもありがとう、僕

の気持ちだよ」など必ず一言添えて渡してあげてください。一言です！さり

げなさがポイントですからね        ♀ 

 

男性が急にお花をわざわざ自分に…？       ✨と嫌な女性はあまりいないと

私は思います。シンプルですがかなり良いと思うので是非みなさんチャレン

ジしてみてください    さりげなさを忘れずに！ 

 

私の周りの女性達はかなり賛同してくれたので、チャレンジの価値はありま

すよ      

 

あ〜私の旦那さんもお花プレゼントしてくれないかな…笑なんて思ってま

す       自分で思いついたのをお願いするのも変なので難しいですね笑 

 

ではまた次回の配信をお楽しみに！ 

まほでした。 
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2019.07.13 土曜日 08:15   

 

Aloha♡そしておはようございます       女子部のきよみです！気がつけばな

んと、、3 連休ですね✨わたしはこの 3 日間も引き続き南国でお仕事ですが

涙、、皆様いかがお過ごしでしょうか？？☀ 

 

さて本題です♡ 

告白にするにあたって、相手が自分に好意を持っているかどうか、、見極め

るのって難しいですよね      ？ 

今回は、そんなお話でございます！ 

 

【LINE の返信が速い or 遅いけど丁寧】 

普段の連絡は、わかりやすい判断ポイントですよね。 

気になるor 好きな人へのLINE は、ポンポン返して会話を続けるタイプと、

返信内容を悩むがゆえに遅くなったり長文になったりするタイプと、両パタ

ーンいる気がします。例えばわたしはわりと後者ですが、隊長などは前者だ

と思います！ 

ですので、「返事がなかなか来ないから自分は好かれてないかも、、」「返事は

すぐ来るけど短文でそっけないから自分はどうでもいいと思われてる？」な

どと早合点する必要はないと思います     日々を何気なく過ごすのではなく、

普段の言動からお相手のタイプを見極めていくとよいかもしれません(^^) 

 

【会う約束を具体的に決めたがる】 

相手が好きな人であれば、日々忙しいなかでも優先して予定を立てたくなり

ます♡  

デートが決まれば、その日に向けてお肌のケアをしたり準備をします！ 

逆に、遊ぼうなどと話をしていても話が具体的に進んでいかないとなると少
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し考えものかもしれません(´･ω･`) 

 

【物理的な距離が近い、ボディタッチしてくる】 

恋愛対象として本気かどうかは置いておいても、この場合はあなたへ好意が

あると言えると思います！（接客や、ゴマスリ等でなければ） 

ただし、好きな人にこそ近寄ったりボディタッチしたりできない女性もいる

ので、、こちらもそれだけで判断するのは危険なのでご注意くださいませ(  ́   

`*) 

 

【ちょっとしたプレゼントやお土産をくれる】 

わたしは好きな人ができると、結構これをやってしまいます。笑 

「普段ご馳走になっているし、、たまに何かプチギフトやお土産を！」と思

ったりします。お土産なんかは、日常から離れた旅行先や出張先でもあなた

のことを思い出して考えているということになりますね♡ 

特に行き先が海外の場合、限られた滞在時間ですし、それにスーツケースは

いっぱいだし重いしでできるだけお土産は買いたくないと思うので笑、その

中でもお土産をくれたらちょっと期待していいと思います(  ́   `*) 

 

他にもいろいろ、これはどっちだ、、？！というシーンがあると思うので、

もし悩むことがあればぜひ女子部へご相談下さいませ          

 

ではでは、Have a nice weekend！♡ 
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2019.07.14 日曜日 21:50   

 

こんばんは！隊長です^_  ̂

 

ただいま福岡に来ております。 

最近、LINE でご質問頂くことが多くなってきて、恋愛楽しそうだなー     

なんて思いながらお返事しております。笑 

そして、ご質問をたくさん頂いていて思う事があります！ 

 

「否定的な返事をしてくる人はモテないよ！！」 

 

です。 

 

私たちが一生懸命アドバイスしても、 

「そんな事できません。」「僕には無理だと思いますけどわかりました。」「こ

ういう考え方もあります！」 

などと否定してくる方が一定数います。。 

 

そのコメントをいただいて私が思うことは、「この人、一生モテ体質にはな

らないな…」です。 

 

別にいう事を聞け！などと思っているわけではないですし、良いと思ったら

採用してもらえればいいんですよ(^^)！ 

でも、わざわざ否定的なコメントを返す必要はありますか？ 

 

ないです！笑 
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自分では否定してるつもりはないかもしれないですし、ただ意見を言ってる

だけです！！と思う方もいるかもしれないです。 

が、マイナスの言葉は否定的に感じるものです…。 

 

まずはポジティブに！！を、ぜひ意識してください(^^)✨ 

 

 

 

2019.07.17 水曜日 09:51   

 

おはようございます      まほです       まだまだ梅雨が続いていてムシムシして

ますね…私は暑さに弱いので早く梅雨明けを願っております      さて、今回

は【特別】をテーマに話したいと思います。 

 

女性は（特別）や（限定）にやはり弱い生き物だと思います       笑！例えば、

応募して抽選で当たらないと行けないものなど特別感満載ですよね！映画

の試写会（中には俳優さんの舞台挨拶付き）や限定のイベントなどがありま

す。調べるとけっこう出てきますよ♪そして以外とちょこちょこ応募してい

ると当たる場合があります。特に都内以外はわりと当たります！それを話の

ネタに出して、「たまたま応募したら当たったんだけどもし良ければ一緒に

行きませんか？」と誘ってみるのは、なかなか難しい相手でも「ちょっと行

ってみたいかも」となる確率が普通に誘うよりも上がるハズ…と思います

      もちろん彼女さんや奥さんとのデートにも良いと思いますし、おススメ

です✨ 

 

ちなみにおススメ応募は今年はもう既に応募が終わってしまったのですが

      【千代田区納涼の夕べ】です。なんと私初応募で当たりました     ✨浴
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衣を着てロマンチックな空間を楽しんできたいと思います！笑 

 

都内近郊に住んでいる方は是非おススメなので来年は是非応募して皆さん

の大事な方と参加してみて下さいね      ✨ 

 

定番や普通も大事ですが、そればかりだとマンネリ化します。日々アンテナ

を張り巡らせることはやはり大事だと思います        この LINE@もひとつの

アンテナだと思って役立てて頂けたら嬉しいです✨ 

そして彼女や奥さんが出来てからも、デートの時間を大事にしてあげてくだ

さい。最近というか前々から感じるのですが、男性って最初はすごく頑張っ

て神対応してくれるのに気持ちを射止めた後は慣れていってだらけて「ア

レ？こんな人だっけ？」と感じてしまいます。もはや別人？！くらいに。慣

れも大事だし、ずっと神対応は現実難しいと思いますが射止めてゴールでは

ありません。たまにはあの頃に言っていた言葉を言ってみるとか、記念日を

大事にするとか、所々できちんと大事にしてあげて下さい。ときめきを取り

戻してあげて下さい。これが長続きの秘訣だと思います。 

 

今回はこのへんで       

いつも皆さまを応援してます！まほでした        
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2019.07.18 木曜日 20:10   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

私事ですが、やっと帰国しましたー！！！日本最高！🇯🇵 

帰るなり別の仕事が山積されており泣いてますが、頑張ります。笑 

 

さて！今回は、3 週間の外国生活で思ったことをお届けさせていただきます

(^^) 

 

【笑顔は世界共通の合図！】 

よく、私たちの先生がこうおっしゃっておりますが･･･ 

本当にその通りだなと改めて身をもって感じました。 

言葉がイマイチ通じなくとも、笑顔だと、迎え入れられているなぁと安心し

ます。 

ホテルのベルマン、UBER の運転手、たまたまエレベーターに乗り合わせた

人、、、 

笑顔で接してくれるといい気持ちになりましたし、こちらも笑顔で対応する

とお願い事が簡単に通ったり、優しくしてもらえたりしました◎ 

笑顔って本当にすばらしいですね！！！✨みなさまも、相手を受け入れて

いる合図、きちんと出せていますか？(^^) 

 

【さらっと褒める】 

例えば空港のセキュリティチェック。 

日本ですと「液体物はありませんか？」「パソコンはバッグから出してくだ

さい」などと事務的に進んでいく場面ですが、 

今回ハワイの空港では「その洋服についているビジューがとっても素敵ね！」
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とさらっと褒めてくれました✨ 

思いも寄らないタイミングで褒めてもらえて、とってもハッピーな気持ちに

なりました      

私自身、日常で気づいた素敵なポイントはさらっと褒めてしまおう！と、改

めて思いました。みなさまもぜひマネしちゃいましょう♡ 

 

【自分から話しかける】 

制服を着て働いているモードの人も、プライベートで遊びに来ている人も、

いろんな人がフランクに話しかけてくれたように思います。 

（雑談により、英語がだいぶ鍛えられたような･･･笑） 

やっぱりコミュニケーションの基本は自分から発信！なのかもしれません。 

わたしも常に積極的でいたいものです。勉強になりました！ 

 

以上です。 

私自身の学びについての発表みたいになってしまい恐縮ですが、みなさんの

中でも何か感じるところが少しでもあれば幸いです         

 

今回はハワイの画像と共に、おやすみなさいです♡ 
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2019.07.20 土曜日 20:30   

 

こんばんは！隊長です☆ 

今日は結婚式の二次会に来ていますが、知り合いが新婦さんしかいなくて、

つまり独りぼっちです^_^！笑 

 

さて、先日ビックリ仰天したお話しがあるのでお伝えしますね！ 

 

会社の女の子から聞いたのですが、その子は最近新しく男友達が出来て、た

まに飲みに行く良き友として接していたそうです。 

 

ある日、「○日、飲みに行こう！」と約束をして楽しみにしていたそうなの

ですが、前日になって「明日って、飲んだ後お泊りとか出来ませんか？」と

LINE が来たそうです。 

 

ドン引きです…。 

 

それっきり、その男性とは連絡を絶ったそうですが、しばらくしてから「ご

めんごめん、冗談だよー^_^」なんて連絡が来たそうです。 

 

もちろん無視ですね^_  ̂

 

でも、そういう経験は私もありますし、一定数います、そういう誘い方をし

てくる男性。 

 

どんなに「この人いいかもっ    」と思っている男性でも、それを言われた

瞬間、「体目当てだったか。キモ。」となって終了です。 
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もう何と言い訳しても一度離れた心は戻りません。 

勿体ないです（´-`）.｡oO 

 

逆に、「お泊り OK です       」なんて返事してきたら女性側も体目当てです

よ！笑 

 

女性の理想は「終電で帰ろうと思ってたのに、つい良い感じになっちゃって

…」ですので、お泊りの約束とか言語道断です！！ 

 

旅行の約束ならいいかもですけどね(^^) 

 

最近また急に暑くなってきたので、皆さまニオイ対策をしっかりして、素敵

な夏をお過ごしください(^^) 

 

     隊長      

 

 

 

2019.07.22 月曜日 20:10   

 

こんばんは      まほです！7 月も、もう後半なんて早いですね…！本当に夏は

あっという間       皆さんはどうお過ごしでしたか？？ 

 

さて、この間久しぶりにナンパされました笑      つくづく思いますがナンパ

する男性は言葉の引き出しが多いですね。声をかけた女性がどんなタイプで、

今がどんな状況かを聞き出し、それに合わせた軽い口説き文句をポンポンぶ

つけてくるその能力にはつくづく感心します。私の性格上フルシカトができ
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ないので、いつもしばらく会話して観察してしまうのです。勿論最後はお断

りするのですが、もし自分が凄ーく暇だったら「お茶くらいならいいかな

…？」なんて思うパターンもあります。 

「どうしてもタイプで、ほんとに少しでいいからお話したいです！10 分で

も 5 分でもいいのでお願いします…！」と以前言われ、お茶した事がありま

した。実際本当に暇で時間を潰していたので適当にお話してお茶を奢っても

らえるならまぁいいかな…と。タイプでもイケメンでもなかったのですが、

清潔感もあり一緒に歩いていても恥ずかしくないと思える男性でした。 

 

こういうパターンも無きにしも非ずだと思います。ナンパを進める訳ではな

いのですが、こういう出会いもあるという事なんだと思います。 

 

会社やパーティなどで気になる女性に声をかけるのも、いってみれば小さな

ナンパのようなものかもしれませんよね。 

 

ただ少しでも女性に応えてもらうには、先ほども言ったように最低限のクリ

アポイントをおさえなければなりません。 

 

LINE@で好きな女性がいます、アプローチ中です、真剣なんです！と相談

頂きます。真剣な皆さんの気持ちは分かりますが皆さんは、その女性に好き

になってもらえるような自分にはなっていますか？気持ちは勿論大事です

が、自分からアプローチしていく上でやはり見た目は大事です。イケメンな

どの問題ではなく、清潔感や眉毛はボサボサじゃないか、若い方は白髪はな

いか、服はお洒落か、夏場さわやかな状態でいるか…今一度見直してみまし

ょう！！ 

 

女性はどんなに美人な人も、自分に満足している人はそうそういません。美
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にゴールはないと良く言いますよね。それに負けないくらい自分で自分を厳

しく見直してみてください✨謙虚なマイナススタートは変わりたい人には

必要なスタートラインだと思います。 

 

長くなり文章も下手ですが伝えたい事が皆さんに伝わっていたら嬉しいで

す！ 

 

私もまだまだ自分に満足していません笑 

一緒に自分磨き、頑張りましょう✨✨ 

 

女子部まほでした           

 

 

 

2019.07.24 水曜日 20:55   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

先日ハワイから帰ったと思いきや、今度はベトナムへ行ってきてふたたび帰

国しました。笑 

再度ですが、日本最高！🇯🇵       笑 

 

続々と梅雨明けし始め、本格的に夏がやってきますね♡ワクワクです

ね！！！早くビアガーデンいきたい。。         

 

今日わたしはお仕事で商談会があり、 

ホテルのバンケットホールで400人規模の商談&立食パーティーをしてきま
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した！ 

 

お仕事のお話とはいえ、 

「なんてお綺麗な方が営業されてるんですか！」 

「仕事ももちろんですが、今度飲みにいきましょうよ！笑」 

と、挟んでくださった方がいました。笑 

 

。。。 

やっぱり悪い気しないんですよね。。笑 

 

出会いの可能性はどこにでもありますし、油断してたらいけないなと改めて

思いました       

 

夏は恋が動く季節です！！     

 

常に身だしなみと清潔感、そして笑顔と他人を褒める余裕を持って生きてい

きたいですね(^^) 

 

楽しい夏になりますように♡ 

 

今回は簡潔ですが、あまりにタイムリーすぎるお話でした。笑 

またネタを集めてお届けしますね      

 

ではでは、おやすみなさいです        
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2019.07.26 金曜日 20:00   

 

こんばんは！隊長ですよ！ 

 

先日、可愛い女の子と渋谷を歩いてたらナンパされました！ 

 

そこでナンパについて考えましたよ！前にもお伝えしたような気もします

が、ナンパの心得です。笑 

 

ナンパは基本的に断られます。ほぼ断られると思っていいですよ！ 

ただ、ごく稀に OK な場合もあります。 

50 分の1 くらいですかね？もちろんテクニックやルックスにもよりますが。 

 

100 人声かけて全滅だったら、多分声の掛け方を間違えているか、清潔感な

どに問題アリですので自分を見つめ直してくださいね^_  ̂

 

そして、ナンパはしつこくしても意味がないので、パッと諦める事も大切で

す。下手したら警察呼ばれたり殴られたりしますからね！ 

 

ナンパは相手がどんなだったとしても全シカト！！という女性はいっぱい

いるので、声を掛けた瞬間に速歩きになったり見向きもしてくれない、舌打

ちされた…そんな女性はまず無理なので 1 秒で諦めた方がいいです。 

 

あと、あんまり凝った技とかもオススメしません。「あのっ！これ落としま

したよ！」とか言って飴ちゃんをプレゼントするとか、「すみません、渋谷

駅に行きたいんですけど…」とか言って実はただのナンパとか。 

↑結構イラつきます。↑多分上手くいく人もいるんですが、その人はおしゃ
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べりがそーとー上手な人なので、むやみに真似しない方が良いです        

 

そして、複数人でいる女性グループに声をかける場合ですが… 

 

一番好みの女の子に声をかけたい！！気持ちは分かりますが、一旦声を掛け

てからでもいいです、グループ内の構成を見極めてください！ 

好みの女の子にばかり声を掛け続ける男性はかなり多いんですが、その子を

褒めちぎって口説いても全く無駄になる可能性が高いです。 

なぜなら、女性グループにはほぼ必ずリーダー格の人間がいます。 

 

リーダーが OK と言えばみんな付いてくるし、リーダーが NO と言えば全

員 NO です。 

 

つまり、、 

 

大将を探せ！！！ 

大将を落とせ！！！ 

 

です。笑 

ナンパから結婚した人も居ますので、チャンスは逃さぬように頑張りましょ

うね！！ 

 

東京は突然猛暑がやってきましたので、準備してなかった方は慌てて汗拭き

シートを買いましょう✨ 

それでは良い週末を(^^)！ 

 

     隊長      
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2019.07.29 月曜日 08:55   

 

みなさんおはようございます       

昨日は T.school のセミナーがありましたね(  ̂ ^)参加された方はお疲れ様で

した✨ 

 

今日は、スクールで話題になった事も含めてお伝えしたいと思います。 

 

例えば意中の女性がいる場合、日々アプローチに奮闘されていると思うので

すが、一旦それは置いておいて…通常の自分は普段の仲間や同僚から好かれ

ていますか？？ 

自信を持って「ハイ！」と答える方はなかなかいないかもしれませんが、仲

間達と良い関係を築けていますか？ 

そもそも《意中の女性》というハードルよりは低いはずの、同性の仲間から

好かれるというハードルをクリアできなければそれより高いハードルはク

リアできないと、私は思います。よくある《学校の人気者に素敵な彼女がい

る》という人つまりそういう事ですよね。男女関係なく好かれるという人気

者を、もはや目指してほしいのです。 

 

女性の中でもよく話題になりますが、異性からだけモテまくる男性より、同

性から熱い支持があったり友達が多く人気者の男性は魅力的です。きっと人

間力の表れだと思うからです。友達は数ではないですが、職場でも男女どち

らもから好かれる人気者っていますよね。その人がいると盛り上がるし場が

明るくなる存在。それも皆さんには意識して欲しいです！ 

 

段階のひとつだと私は考えています。 
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褒めるのも、対女性だけではなく、対男性にもです。私は自然と褒めるのが

大好きなんですが改めて思えば男女関係なく毎日最低 5 回は誰かの何かし

らを褒めてる気がします。もうクセです。笑 

 

でもこのクセのおかげで、会話が増えたり相手を笑顔にさせることが出来て

いると思います。 

 

小さなことからでも、皆さんも挑戦してみてください✨その先にはきっと

意中の女性を振り向かせる道が続いているはずですよ…！ 

 

お仕事の方は絶対 1 つ、いや 3 つ！誰かのなにかを褒めて来てください

ね！！ 

 

こないだの千代田区納涼の夕べでの写真を添えて、今日はこの辺りで      ま

ほでした       
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2019.07.30 火曜日 20:05   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

もう、、、毎日暑すぎますね。もう無理です       笑 

わたしは朝女性専用車に乗っていますが、それでもちょっと違和感のあるニ

オイが・・・ 

毎回毎回恐縮ですが、日々のケア、やり過ぎってくらいにやっちゃいましょ

う＞＜ 

 

とは言え、待ちに待った夏本番です！！！ 

イベントも多いですし、楽しいことがいっぱい起きそうですよね♡ 

わたし自信もとってもワクワクしております      

 

ところでみなさんは、相手の心を掴むデート提案ができていらっしゃいます

でしょうか？☀ 

 

改めて考えてみたのですが、わたしはデートのお誘いに乗るか否かは以下の

観点で決めています。 

 

1、他の子ではないわたしと行きたいのかどうか 

2、2 時間楽しく過ごせそうかどうか 

3、お店のチョイスやデート内容に魅力があるかどうか 

 

基本的には、1 と 2 です！！！ 

乱れ打ち男性に付き合う時間はないですし（1）、デートがこちらの接待のよ

うな時間になるくらいなら（2）、まっすぐ家に帰りたいです。笑 
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多くの女性がこちらで判断していると思います(  ́   `*) 

 

さることながら、3 も侮ってはなりません！✨ 

もちろん普通にお食事や飲みに行くのは無難で良いのですが、それだけでは

ライバルと差がつかないときもあります！ 

同じ日にどちらの誘いに乗ろうか考えたとき、楽しそうな方を選んでしまう

かもしれません。。 

 

たとえばお食事ひとつをとっても、話題のお店であったり、相手の趣向にピ

ッタリだったり、季節感があったりすると喜ばれると思います♡ 

 

しかしながら、情報過多なこの現代社会で、トレンドを簡単にキャッチアッ

プするにはどうすれば・・・？      

情報収集法を特別に伝授させていただきます     笑 

 

【TV をチェックする】 

とりわけおすすめは、王様のブランチと ZIP!です。 

真剣に見なくても、TV をつけておくだけでトレンド情報が耳に入ってきま

す。 

かなり鮮度の高いネタを仕入れられるので、周りに差がつくと思います！ 

シンプルに、「この前たまたま朝のテレビで見たんだけど、●●ってお店知

ってる？おもしろそうだから行ってみようよ！」で OK です       笑 

 

 

他にもあるのですが、それはまた次回にお伝えしますね(*^ω^*) 

それでは、おやすみなさいませ♡ 
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2019.08.02 金曜日 20:00   

 

こんばんはー！最近、背中を攣って目覚める悲しい隊長です       笑 

急な猛暑で体調もイケてない隊長ですが、皆さんは元気に過ごしています

か？^_  ̂

 

さて、お盆休みも迫ってきて、デートの約束を取り付けている方もいるので

はなかろうか？と思いますが、女性と話すとき、いや、人と話す時には使う

言葉に十分気をつけましょう！ 

 

自分ではそんなつもりは全くないのに、「え、この人何様？」「偉そう」「な

にその言い方！」「ああ、私には興味ないんだなー。」など、相手に不快な思

いをさせてしまうと、もう次は…ないっ！！です！！ 

しかも、「この発言が嫌だったからもう二度と会いたくない」なんて教えて

くれる女性はほぼ居ません。 

 

あんなに盛り上がったのに、なぜ会ってもらえないのか。 

理由が分からないまま、次の恋愛でも同じ失敗をしてしまいます。 

 

なので、発言には細心の注意を…と言っても、そもそも自覚がないのだから、

何をどう注意すればいいか分からないですよね。。 

 

なのでまずは、綺麗な言葉を選ぶようにしましょう！ 

例えば 

「飯食った？」→「ご飯食べた？」 

「お前」→「姫」笑 

「ソイツが」→「その人が」 
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そんな感じです。 

 

あとは、とにかく否定的な発言を避けること！ 

 

「ダメ」→「天才！！だけど、現実的には難しいのかなぁ…？」 

「ウザい上司」→「独特の感性を持った上司」 

「俺それ無理」→「えー！俺は今まで避けてたけど、どうなの！？」 

「それ知らない」→「俺は世界が狭かったわ。なにそれ！？楽しそう！」 

 

みたいな感じですかね… 

 

細かい言葉の使い分けが、人生を分けますよ！笑 

 

ちなみに、こちらの発言によって相手がムスッと表情を変えた事に気付いた

ら、「え？なんで怒ってるの？」ではなく、「え？ごめんごめんごめんごめ

ん！！！そーゆーつもりじゃなくて！！上手い言い回しができなくてごめ

んね！！傷付けるつもりじゃなかったんだよ       ごめんーーーー！！！！」

などと平謝りするのが無難です。笑 

 

さぁ！楽しい夏にしましょう！私の母校は甲子園に出場が決まったみたい

です！わーい       

ではまたー^_^✨ 
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2019.08.03 土曜日 20:14   

 

こんばんは女子部まほです       

明日は仲間と熱海にドライブでワクワクモードです    皆さんはどうお過ご

しですか？今回も色々紹介していきますね     

 

【無し        判定も時には覆る】 

最近仕事先の男性で、カッコよく爽やかになったなぁと思う方がいます。何

が変わったかというと、髪型がスッキリし服装もお洒落になったんです。前

は髪もモサモサで野暮ったかったのに！表情も明るくなって会社のイベン

トでは率先して声を上げていました。他の男性社員からも「最近◯◯、男ら

しくなったよね？」と話題にもなります。時間がない、似合わない、と諦め

ずチャレンジしてみて下さい！ちなみにこの男性、一度は連絡が途絶えた職

場の女性とデートの約束をしたらしいですよ(^^)このくらい覆る効果が時

にあります！ 

 

【迷ったら柄物は        だめ】 

やはりシンプルイズベストです！柄物お洒落さんも勿論いますが、シンプル

お洒落をまずクリア出来ないうちは進むのは NG です。急にお洒落になろう

と飛び級はせず、出来ることから少しずつチャレンジしていくことがおスス

メです。今までお洒落が疎かった場合、頑張る方向を間違えるのはよくある

話。張り切って逆にダサくなる可能性もあります。迷った時は素直に店員さ

んか私達に相談して下さいね♪ 

 

【夏は夏らしく】 

服装を選ぶ上でやはり季節感は大事です。例えば、靴！足元を軽めにするだ

けでもお洒落度や季節感はでます。スニーカーや大人っぽいものも必ず夏デ
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ザインはあるので、意識してみて下さい。 

 

【顔がテカテカになっていないか】 

暑い日は顔が脂っぽくなったりするのは仕方ないです！人間だもの笑。問題

はそれを放置するかどうか。サッとお手洗いであぶらとり紙や夏のフェイス

用シートで拭く、このひと手間を必ずしてください。脂っこい顔の人と至近

距離にもキスもしたくないですもん！ 

 

【汗拭きシートの匂い】 

私 SNS が好きなんですが（笑）そこで最近話題に上がっていたのが汗拭き

シートの匂いについてです！どうやら汗拭きシートだからなんでも良い訳

ではないようで、私も実際きちんとは確かめてないのですが男性向けのシー

トで匂いつきのものはちょっと慎重に選ぶ必要が有る様です。女性達が男性

用のシートがくさい！という意見を沢山目にしたのです。私も普段は基本石

鹸の香りしか選ばないので、旦那さんに女性用の石鹸の香りを使ってみてと

実験中です。なので今一度シートの匂いも良い香りすぎるキツイものを辞め

るなど気をつけてみましょう！ 

 

【体調を崩した女性に対して】 

実は、めちゃくちゃタイムリーなのですが私昨日、赤羽のほぼ外みたいな居

酒屋で急に貧血になり倒れこんで動けなくなってしまったのです…！そん

な経験を踏まえて、熱中症や貧血など飲み過ぎ以外でも体調を崩しやすい季

節のなかそんな女性に対してどう対応するかおはなししたいと思います。と

にかく体調がわるいので周りの目が気になってもすぐに「立てる？大丈夫？」

とすぐ移動させないでください。ほんとに体調が悪いです。お姫様だっこす

るくらいの対応ができない場合は、すぐお店の人に相談し横になれて涼しい

場所を確保してから「大丈夫？横になる場所あるから少し動けそうになった
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ら移動しよう？」と優しく声をかけましょう。とにかく、トイレにこもらな

いかぎりはそばについていてあげましょう。大丈夫といわれてもすぐ様子を

みにいってあげましょう。女性の体調ピンチにどんな対応をしてくれるかは

かなり重要なポイントになります。しっかり優しく頼れる人間になりましょ

う。女性に限らず仲間内でそんな人がいたら率先して看病してあげてくださ

い。 

これはもう人間力ですが、かなり大事です。皆さんは是非パーフェクトな対

応をしてあげてくださいね！！ 

 

 

さて、いかがでしたか？？ 

今日は花火大会なので観ている方も多いのかな？？熱中症などに気をつけ

て夏のお出かけ楽しみましょう       

 

まほでした         

 

 

 

2019.08.06 火曜日 10:50   

 

みなさん、こんにちは        

女子部のきよみです。 

相変わらず毎日暑すぎますね。でも、ちょっと体が慣れてきた感もあります

ね。笑 

とはいえみなさま熱中症などにお気をつけくださいね(  ́   `*) 

 

さて！今回はトレンド情報収集について、続きです〜！！ 
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【Twitterで、トレンド情報を発信しているアカウントを1つフォローする】 

あれもこれもとたくさんのアカウントをフォローすると嫌になってしまう

かもしれないので、何かひとつだけフォローしておくと丁度いいと思います。 

こちらは、自ら取りに行かなくてもタイムラインを開けば自動的に情報が流

れてきますし、入口は 140 字以内にまとまっているので情報の取捨選択もし

やすいですね！ 

気になる記事はいいねを押して保存しておけば、後日 URL を送ってそのま

まデートに誘えちゃいます！便利！！        

 

実はもうちょっと紹介したいのですが、今回は宣伝があるのでこのへんで、、

♡笑 

 

 

 

2019.08.07 水曜日 20:45   

 

こんばんはー！！隊長なのです！！ 

夏バテ(？)で肌荒れが悲しい状態になってきましたが、みなさん元気です

か？ 

 

さて、風の噂ですが、T スクールの生徒さんたちは、レッスンの積み重ねに

よって【会話力】はメキメキと成長しているんですが、【LINE 力】がは伸び

悩んでいるようなんです！！ 

 

確かにスクールでは LINE の練習はしませんからね…       

 

そこで今日は LINE で気を付けるべきことをお伝えしたいと思います！ 
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(前にもお伝えしましたが…) 

 

まず、LINE は短文が鉄則！！ 

 

ぜぇえええええええったいに長文を送らないでください！！ 

 

もちろん例外はありますが、例外があると思うと安心してしまうので、無い

と思ってください！長文を送ったらもうお終いと思っていいですよ！ 

 

5 行以上のメッセージが3 回以上続いていたら要注意！！というかアウトか

も！ 

基本は 1〜3 行でいいですよ^_  ̂

 

そして、聞いても無いのに 

「今日は○○したよー！」 

「今日は○○食べたよー！」 

「今日は○○に行ったよー！」 

などという報告、それと共に画像を送ってはいけません       

 

既にカップルになっている人はいいです。 

 

ただ、これから仲良くなっていきたい女性に送ったらもうお終いです。 

大して仲良くもない男性からそんな報告が来たら 100%無視です。 

優しい女性なら返事をくれるかもしれませんが、、進展はないでしょう、、 

 

あと、基本は「興味を持って質問！」ですよ^_  ̂
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♂「○○ちゃんって、どこに住んでるのー？」 

♀「用賀だよ(^^)」 

♂「まじか！近いね！俺は渋谷に住んでるよ！交通便利だから気に入ってる

んだー^_^」 

♀「そうなんだ、いいね！」 

 

↑これでは会話が続きません。 

 

「めっちゃいいとこに住んでるねー！」なんて褒めつつ、「そしたら三軒茶

屋近いじゃん！美味しいお店あるんだけど一緒に行かない^_^？」とかなん

でもいいんですが質問を投げかけましょう！ 

 

ちなみにこれで 

「そうなんですね！ぜひー！」 

とか返事がきたとして、「平日と土日だったらどっちが都合つきそう？」と

か聞いたとして、「ちょっと仕事が読めなくて…」みたいに濁されたら脈な

しなので早めに次の出会いを求めた方がいいですよ。 

 

それではまたー(^^)        

      隊長       

 

 

 

2019.08.10 土曜日 09:54   

 

みなさんこんにちは♪ 

女子部まほです！ 
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前回の隊長の【LINE 力】について、女性側からすると本当に納得な内容で

したが皆さんはあれから自分のLINEを見直してみましたか？！凄く大事な

ポイントなのできちんと見直してみて下さいね٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ 

 

さてさて…！ 

 

また最近のデートに行きたい気になるスポットを紹介していきますね♪わ

たし個人の視点なのでクセがたまに強いかもしれませんが…笑 

 

【葛飾柴又デート】 

こちら、私が好きなテラスハウスであるカップルがデートで訪れていて楽し

そうだったのでチェックしてみました！駅には男はつらいよの寅さん像や、

団子屋さん等の食べ歩きできるレトロな店並、駄菓子屋さんなども有ります。

渡し船には 200 円で乗れちゃうらしいです。まったりレトロお散歩デートが

楽しめそうですね♪ 

 

【三鷹の森ジブリ美術館】 

だいたいの人が好きなジブリ！チケット予約しなければ入れないのでこの

時期でも混雑を多少は回避できそうです。中にはレストランもあるのでジブ

リの世界観でランチも美術館も楽しめます。もしジブリ作品が好きな女性な

ら誘ってみるしかないスポットです！ 

 

【高速ボートで東京遊覧】 

たった今テレビで見ました笑！アクティブな事が好きな女性の場合オスス

メです。馬乗りになって乗るボートで東京遊覧を 40 分楽しめます。60〜80

キロで走るのでエキサイティングですね♪これは見ていて凄く楽しそうで

した。 
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【深川江戸資料館】 

アサリが好きなら周辺で深川めしをランチにして、深川江戸資料館へ行くと

いう流れ！室内なので暑い日に最適です。思ったよりもなかなかスケールが

大きいので江戸の街並みを歩いて楽しめます。朝から夜と照明や音響の変化

もあります。 

 

今回はクセがあるスポットかもしれません笑。でもありきたりな、皆んなが

しているデートよりもたまには少し変わった内容もワクワクして楽しいは

ず！是非参考にしてみて下さいね     

 

夏の暑さに気をつけて週末も楽しみましょう♪ 

 

 

 

2019.08.12 月曜日 09:30   

 

おはようございます        

女子部のきよみです。 

お盆まっただ中ですね〜！みなさんは、帰省したり旅行に行ったりされてい

るのでしょうか？☀わたしも、今日から祖父母の家に行ってきます          

 

そして！昨日は LIVE 配信、ご視聴ありがとうございました         ♀♡ 

フリートークでしたが、いかがでしたでしょうか？ご意見感想ご要望、何で

もお待ちしておりますね      

 

さてさて！！ 

今回はトレンド情報収集について、一旦最終回です〜！！引っ張りすぎてす
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みません       笑 

 

間が空いてしまったのでおさらいですが、、わたしの中ではデートのお誘い

に乗るか否か、以下の観点で決めています。 

 

1、他の子ではないわたしと行きたいのかどうか 

2、2 時間楽しく過ごせそうかどうか 

3、お店のチョイスやデート内容に魅力があるかどうか 

 

基本的には、1 と 2 ですが、3 も侮ってはなりません！✨ 

 

しかしながら、情報過多なこの現代社会で、トレンドを簡単にキャッチアッ

プするにはどうすればいいの、、？ 

という流れで、トレンド情報収集法を発信しております。 

目的と手段がぐちゃぐちゃになるところでした笑 

 

↓最終回です！ 

【駅の情報誌】 

実は私、これをチェックするのがもはや趣味です。笑 

例えば東京メトロさんだけでも数多くのフリーペーパーを毎月出版されて

います      

「メトロミニッツ」「東京トレンドランキング」「メトロポリターナ」･･･ 

それ以外にも、各駅の情報を発信しているブローシャーも見かけます！ 

電車移動中にさらっと読めちゃいますし、イベントやトレンド情報がタイム

リーにまとまっているので楽しいです。 

今流行っているヒトやモノの特集なども載っていて、パラパラと捲るだけで

もワードとして引き出しになるのでおすすめです     
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各私鉄にもそれぞれ情報誌がラックに置いてあるので、よろしければ、みな

さんも沿線の駅をチェックしてみてください！デートと会話のヒントがた

くさん載っています✨ 

 

世の中、おもしろそうなことがたくさん溢れていますね        

おもしろそうなことを知っているって、それだけでひとつのキャラ付けにも

なりますし、よろしければぜひ試してみてください♡ 

 

ちなみに↓の画像は、先日男性から提案されて行ったインスタ映えスカイバ

ーです。 

これはやや狙いすぎ感もありますが笑 

 

ではでは、今日もいい一日にしましょう      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.08.13 火曜日 21:39   

 

隊長です！一生懸命打ってた文章が消えてしまって、激怒してます^_^笑 
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今、色々と予定が変わって青森県に来ていますよー！！ 

ここまで愛車のパッソに乗って来たわけですけれども、長時間のドライブを

最後まで楽しく過ごすってのはなかなか…大変なこともあります。笑 

 

そこで、ドライブデートで気を付けてほしい事をお伝えしますねー(^^)！ 

 

1.運転中は常に穏やかな心を持つ。 

ちょっと煽られたからって激怒しない。前の車が遅いからってイライラしな

い。思い通りに進まないからってイライラしない。 

 

2.渋滞中はゆっくり会話を楽しむチャンスと考える！ 

高級車なら良いかもしれませんが、高速を高速で移動していると、声が聞こ

えずらくなります。 

ですのでここは前向きに、しりとりでもしながら楽しく過ごしましょう！笑 

もし、相手がイライラしているようなら、「俺は○○ちゃんとこうやってド

ライブ出来てるというだけで楽しくて仕方ないよー！！」とか言ってご機嫌

取りをしましょう！ 

 

3.相手の運転中は絶対に文句を言わない。 

ちなみに私が運転中に言われて嬉しかった言葉は「こうやって可愛い子が頑

張って運転してるんだと思うと、俺も他の車に優しくしなきゃって思うよ。」

です。笑 

 

4.BGM はお互いに好きな曲または好みが分かれにくい王道、もしくは懐メ

ロ。知らない曲ばかり流されて、一人で口ずさんだりされるとかなり退屈で

す。 
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5.SA が近づいてきたら声をかける。 

「トイレ大丈夫？」「喉渇いてない？」などと相手を気遣ってあげましょう！

人によってはなかなか自分から言えずに我慢してたりするので。 

 

6.ブランケット、ティッシュ、ウェットティッシュ、タオルなどを用意して

おく。便利。 

 

こんな感じでしょうか！ 

ドライブ中に喧嘩するとマジで最悪なので、気を付けてくださいね     

 

ハブアナイスデー！！！ 

      隊長       

 

 

 

2019.08.16 金曜日 10:22   

 

こんにちは、女子部まほです       

台風が近づいてきているせいか安定しない天気ですね     皆さんも気をつけ

て下さい       

 

さて先日、会社の女の子が婚活パーティーに行った話をしてくれました。沢

山の人とお話し、LINE も沢山交換したそうです。後に LINE がちょこちょ

こ届いたそうなんですが、誰が誰だかわからず困ったと話していました。 

 

沢山の出会いがある場所では、ライバルも沢山います。その中でせっかく好

印象を持ってもらえても、連絡先と顔が一致しないと努力を無駄にしてしま
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います。1 通目の LINE にはその日の洋服の特徴や話した内容などを軽く織

り交ぜたほうが記憶を呼び起こしやすいですよ✨ 

 

また、容姿や性格も関係なく 1 番ダメなのは 

【つまらない男】です。 

 

よく耳にするのが「飲みに誘われて、印象も良かったから行ってきたんだけ

どつまらなくてもうナシだな…」という 1 回目に持っていけたのにも関わら

ず、つまらないということでナシ判定されてしまうものです。 

 

スクールでは、聞き上手であることをよくお話ししますが、聞き上手という

のはただ聞くだけ、ただ質問するだけではありません。やはり女性側が楽し

くなるような聞き方をしなければなりません。それはリアクションであった

り、それを聞いてのコメント（否定せず長くもなくです）も必要です。ただ

聞いてませんか？もう一度改めて見直してみましょう！ 

 

皆さんのデート 2 回目が繋がりますように！！ 

 

良い週末を           

まほでした     

 

 

 

2019.08.16 金曜日 20:15   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 
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わたしは今週夏休みを取得しておりました！ 

みなさんはいかがお過ごしですか？(^^) 

 

さて！今回は自慢の友人、気遣いできて性格も良い美女 2 人にインタビュー

しましたので、特別にその内容をお届けしますっ！！！♡ 

 

こういう男性はちょっと、、なエピソードを、なんとかお願いしてカミング

アウトしてもらいました。笑 

 

今日は、LINE 編です！！ 

 

【一人称が変わってる】 

        ♀「『今日はどこで飲んでる？オラ六本木ー^_^』ってきたときは、返信

するのをやめようかと思いました。。」 

 

おお、、なんということでしょうか。彼は悟空なんでしょうか、、笑 

一人称は、俺が無難かと思われます。ちなみに、わたしはカタカナのオレは

ちょっと微妙です。。笑 

漢字か、ひらがながいいです。個人的には。 

あと、僕とか私も好きです。笑 

 

【絵文字が多い】 

        ♀「ふだん固い感じなのに絵文字が多かったり、かわいいスタンプが多

いと、ギャップを感じます。。」 

 

たしかにそうですね。。 

普段とノリが違いすぎると、ちょっとびっくりしちゃうようです。 
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普段がクール目ならややクール目に、普段が元気系ならラインも元気系に！

それが無難かもです（╹◡╹） 

 

本日はこのへんで！ 

また次回も続きをお送りする予定です♡ 

 

ではでは、よい週末を(*'▽'*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.08.19 月曜日 20:54   

 

こんばんは！隊長です！ 

今日からお仕事スタートされた方も多いのではないでしょうか…。 

私はというと、久しぶりの仕事で一日が長くて長くて…。笑 

 

さて、今日は仕事終わりに独身男性とディナーに行ってきました！ 

「自分はどうして彼女が出来ないのか…」みたいな事を聞かれると、つい熱

くなって話しをしてしまいます。職業病です。こんな女性嫌ですよね w 
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そこで改めて思いましたが、やっぱり「褒める」って大切だし、褒めるのが

苦手な男性って多いですね。。 

 

でも、「可愛いー！世界で一番可愛いー！！！結婚したいー！！！」と心の

中で思っているだけでは全く伝わらないんですよ？ 

むしろ、「この人は私に興味なさそうだな。もういいや。」と思われちゃいま

っせ！ 

 

褒め言葉を自然に言えるようになるには、とにかく練習！！慣れが必要で

す！！ 

 

みなさん、自分にとってドストライクの超絶美人が現れた時にだけ「ほ、ほ、

褒めるぞぉおおお！！」なんて思っていませんか？？ 

それやったら超ぎこちないですよ！ 

「キモっ」で終了です。 

 

身近な人や友達(男性でも可)、近所のおばちゃんなどで練習しましょう！ 

 

褒められて怒る人はそうそう居ませんし、練習がてら周りの人と良い関係が

築けるので一石二鳥ですよ^_  ̂

 

生徒さんはもちろん毎日やってるでしょうけれども、今日から早速始めてく

ださいね！ 

まずはこの LINE を読んで最初に会った人を褒めましょう！ 

 

頑張りましょうね        

      隊長       
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2019.08.21 水曜日 22:58   

 

みなさんこんばんは‼︎まほです(´∀ *`) 

 

女子部ツイッター【@t_jyoshibu】をフォローして頂いている方はご少〜し

存知だと思いますが、最近色々と準備をしています♪それについてはなんと

‼︎明日発表しますので楽しみにしていて下さいね(*´∀`)♪ 

 

さて、今回は最近思った LINE の NG 注意ポイントをいくつか紹介していき

ます。 

 

【なにかと（笑）をつける】 

たまにいるんですよね！照れ隠しなのかプライドがあるのか、カッコ笑いを

つける男性。 

 

「元気ー？今度映画見に行かない？笑」 

「◯◯ちゃんて可愛いよね笑」 

「次は、飲みに行こうよ笑」 

 

何故、笑をつけるのか。何も可笑しくないし、ちょっとイライラすら芽生え

ます。笑に逃げず正々堂々と文章は送りましょう。 

 

【恋人じゃないのに何かを頼む】 

「明日 8 時に起こしてくれないかな？」 

「◯◯ちゃんにも会いたいし 

今度うちの店に来てよー！」 
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恋人じゃないのに、勝手に距離をつめて図々しいお願いをしてくるという…。

モーニングコールは恋人限定のお願いです。会いたいなら会いに行くべきで

す！ 

 

【とにかくおっさん LINE をしない】 

一時期若い女性達の間で、こういうの嫌だよね…という話題として上がった、

おっさん LINE。おっさん LINE と検索するとわかりやすい例が沢山出てく

るので今一度、自分はそれに当てはまっていないか確認してみましょう。 

 

3 つ紹介してみましたがどうでしたか？？ 

いつも謙虚な気持ちを忘れずに！早い段階で勘違いせず！ですよ٩( 'ω' ) و一

度、嫌だな…と思ってしまうとなかなか印象を変えることはできません。そ

んな悲しい印象をつけられないように再三気をつけていきましょう！ 

 

今日は少し遅い時間の配信でした( ^̄ )̄  ゞ

次回もお楽しみに！！ 

 

明日のお知らせもお楽しみに！！✨ 

    まほ     

 

 

 

2019.08.24 土曜日 10:00   

 

みなさん、おはようございます        

女子部のきよみです。 

だんだん夏の終わりの気配となってきましたね、、、どことなく物悲しい雰囲
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気。 

とはいえまだまだじんわり汗をかいてしまう時期でもあります。。 

引き続き、汗ケアは念入りに行って参りましょう！！✨ 

 

今回も美女ふたりのインタビューをお届けいたします。 

前回 LINE 編に続き、今回はデート編！！ 

NG エピソードではなく、されて嬉しかったお話です！     

 

【歩いて 10 分のお店にタクシーで連れて行ってくれる】 

       「駅で待ち合わせてから、すぐにタクシーを拾ってくれて！どこに行く

かと思いきや、一瞬でお店に着きました。それほど遠くないのに、ヒールを

気遣ってくれて嬉しかったです」 

 

わかります･･･！ 

2 軒目に移動するときも、駅を挟んで反対側とかでささっとタクシーで連れ

て行ってくれるとキュンとします。 

なんとなく特別感を演出できますよね。次への高揚感というか♡ 

1 メーター410 円で相手女性の印象に残るなんて、正直お得すぎます！！笑 

 

【お手洗いに立つ際、携帯を持っていかない】 

       「携帯を持っていくと誰と連絡取ってるんだろうと思ってしまうけど、

置いていってくれるとなんとなく安心します！」 

 

こちらもわかります･･･！ 

実はわたしも、できるだけわざと携帯を机の上に置いて席を立っております。 

まあ、相手が席を外している際には LINE や Instagram をチェックしちゃう

んですけどね。笑 
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格段に印象上がるので、よかったらぜひ試してみてください     笑 

 

 

 

2019.08.25 日曜日 20:35   

 

こんばんは！隊長です！ 

クラウドファンディングにご協力いただいた方、本当にありがとうございま

す！まだまだ頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます！ 

 

今日は我が家に友達家族が遊びにきてくれました(^^) 

赤ちゃんと触れ合って母性がくすぐられましたよ！ 

 

さてはて、最近は飲み会で新しい出会いがあったんですけれども、、歯茎が

キレイなのって大切です！！笑 

 

人と会う前には歯磨きをするのが当たり前になっている人も多いかと思い

ますが、歯茎は盲点ですよね。 

というか、歯磨きではどうしようもなさそうな部分…。 

 

せっかく素敵な笑顔でも、歯周病になっている歯茎を見ると…「ああ、この

人は歯周病か。。息くさいんだな。。」とガッカリします！ 

そして、漏れなくクサいです        

 

ニオイって、もっとも本人に伝えにくい部分なんですよね。 

なので、自分で気が付かなければなりません！でも自分で気付きにくい部分

…！！ 
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厄介！！笑 

 

ここ一年間で歯医者さんへ行った記憶がない方は、すぐに行ってくださ

い！！ 

「クリーニングをお願いします」 

と予約を取って、お掃除してもらいましょう！ 

歯医者さんなら、歯周病があれば教えてくれるはずです！ 

事実を告げられたら治療してくださいね。。 

 

クサいのは本当に残念なんです！！！ 

どんなにいい人でも、どんなにイケメンでも、クサいってだけで友達にすら

なりたくなくなるんです        

 

あとは、ヤニやステインなんかで歯が黒ずんだりしている方も、ニオイは大

丈夫な場合もありますが、「クサそう」というだけで避けられたり、、まぁ歯

が黒ずんでいる人とはキスしたくないですよね。。 

 

とにかく口内のメンテナンスは全力を注いでください！あ、ついでに唇もカ

サカサだとキスしたくないので、唇もケアしてくださいね(^^) 

 

私も今週はホワイトニングに行ってきます✨ 

 

それでは！8 月最後の一週間も頑張りましょー！ 

      隊長       
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2019.08.27 火曜日 20:25   

 

みなさんこんばんは    女子部まほです。最近私は豆苗を育てています✨毎

日成長の様子を観察する事がマイブームなんです      平和すぎる…（笑）さ

て今日は、きよみちゃん同様、私も男性にしてもらって嬉しかった事を紹介

しますね♪友達たちにも意見をもらいました(^^) 

 

【帰りに駅のホームまで送ってもらう】 

路線が違ったとしても、女性の乗る電車のホームまで送ってドアが閉まるま

でその場でみおくってもらうと別れが惜しいのかな？と思うし紳士だなと

思います。これは 2 人でのデートが出来た場合の帰りが良いと思います。一

方通行すぎる状態でしてしまうと嫌がられるパターンがあるからです。デー

トが出来た場合に帰りギリギリまで好印象を残すアクションです。 

 

【ドライブや車に乗る際、飲み物を用意していてくれる】デートに限らず、

仕事中などにも使えると思います。小さなひと手間、気遣いが大事です。 

 

【頑張る姿が見える】 

これは番外編なのですが、不器用で、完璧じゃなくても自分のために頑張っ

ている姿が見れたら嬉しいです。私は猛暑の仕事帰り、デートの約束をした

のですが彼は少し遅刻気味で走ってきました。「ごめん、ちょっと待ってい

て」とまた少し待たされたのですがお手洗いから帰ってきた彼は汗くさいか

もしれないからと T シャツを着替えてきたのです。もちろん待ち合わせ前に

するべきですが、このパターンも私は、気を使ってくれてるんだなぁ…と嬉

しかったです。不器用でも頑張る姿勢が大事だと思いました！ 

 

どうでしたか？(^^)みなさんの参考になれば嬉しいです。そして今日帰り道
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最悪な出来事がありました笑！電車に乗っていたら席が空いたので座った

ら席の空間がもう臭かったんです！臭い方が長い時間座っていたから匂い

が残っていました…         夏も終わりに近づきますが、体臭はもちろんのこと、

洗濯物の生乾きなども気をつけましょう！ 

 

      まほ       

 

 

 

2019.08.29 木曜日 20:10   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

 

みなさん･･･夏が終わってしまいますよ！つらすぎます        

毎日暑くて嫌だなって思っていましたが、終わってしまうと思うとさみし

い、、、。 

夏のやり残しはないですか？？ 

わたしはあります！由々しき事態です。笑 

海外でしか水着着てないし、ビアガーデンも今年は 1 回しか行ってません、、 

かき氷食べてないし、手持ち花火ももう 1 回くらいしたいし、着ていない夏

服もあるっ！！ 

消化させてから、夏の閉会式をしたいですね☀ 

 

さてと。前回、前々回は友人の貴重な意見をお届けいたしましたが、 

今回は私が個人的に自由におしゃべりさせていただきますね      

度々話題に上る、料理取り分け問題について改めて勝手に考察します。笑 

 



140 

 

【「出来女！」は煽られているように感じる】 

主にお食事会の場にありがちですが、取り分けていると「さすが！出来

女！！」と声を掛けられることがあります。 

褒めてくれているのかもしれませんが、これ、、、わたしは正直めっちゃ嫌な

んです。笑 

バカにされているのか、煽られているのか、「女子力高いと思われたいんで

しょ？」と言われているような気がしちゃって。笑 

別にそんなことないので、ぜひ普通に「ごめんねやらせちゃって」とか、「あ

りがとう、手際いいね」くらいでお願いしたいです         

 

【そもそも取り分けなくて良いお店もある】 

よく、「取り分けたいけど下手なのでできない」というお声を耳にいたしま

す。 

そんなときは、取り分け不要な道もあります！！ 

例えば接待の場合など、銘銘のお皿で出してくれるお店を選んだりしません

か？ 

高級店ではなく、居酒屋さんでも取り分けた状態で出してくれるお店もあり

ます。 

焼き鳥とかお寿司とか、そもそもジャンル的に取り分け不要なお店を選ぶの

も手ですよね      

 

いかがでしたでしょうか！ 

次回に続きます！！(  ́   `*) 
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2019.08.31 土曜日 20:00   

 

こんばんは！隊長です！ 

オフィスワークを卒業しました！これで T スクールに集中できます✨(結

婚式準備が忙しくなるけれど) 

 

さて、Twitter でチラつかせましたが、日本が誇るカリスマ美容師に「褒め」

に関する良い言葉を聞いてきましたよ！！ 

 

「その人の可愛いポイントを見つけて、その魅力を最大限に引き出すのが美

容師。それが見つけられない人は美容師ではない。」 

 

との事。笑 

 

自分の好みとかじゃなくて、その人の可愛いポイントを見つけ出す！！！ 

 

素晴らしいですね(^^)！！ 

 

ちなみにその美容師さん…まぁ、エザキさんっていうんですけど、何でも褒

めてくれます！！ 

 

「えっ、靴下めっちゃ可愛くない？そして靴もめっちゃ可愛い。てかその前

に座り方めっちゃ可愛い。さっき雑誌読んで待ってた時に、普通に座ってる

だけなんだけど、それがめっちゃ可愛いと思った！！」 

 

そんな意味の分からないところまで可愛いって言ってくれます www 
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意味の分からないところまで褒めまくってもらうと、「いや、もう意味わか

んないから！」とか言いつつも嬉しい気持ちになります。 

「あれ？もしかして私って座り方可愛いの？無意識なのに可愛くなってる

の！？天才なの！？」 

と、脳内ハッピーが止まりません ww 

 

褒める時に良いテンションは、自分の好きなものについて語る時くらいがい

いですかねー！ 

 

「おれ、Queen めっちゃ好きなんだよね！！○○って曲の☆☆のところが

カッコ良すぎて痺れまくるんだよー！！！」 

 

みたいな時って「好きな気持ち」に自信を持って話しますよね？？ 

 

それと同じで、女性に対する「ここが可愛いと思う」「ここが好き」という

気持ちに自信をもって伝えると、ホントっぽいし、嬉しい気持ちになります

(^^) 

 

なんだか楽しくなりますね！！！←ちょっと酔ってる 

 

ぜひ、その人の魅力ポイントを見つけ出して、 

自信満々に褒めてくださいねー！！ 

最後に、今日の前撮り時に撮った自撮りを 

見せびらかしますね！笑 

      隊長       
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2019.09.03 火曜日 09:52   

 

おはようございます    

女子部まほです。皆さまいかがお過ごしですか？？      今ハマっている話

題のドラマ、あなたの番ですが今週最終回なので既に結末の行く末を思って

緊張しております（笑） 

 

さて、今回は夏の終わりに近づいていますが 

再度気をつけてほしい身だしなみについてお話したいと思います。 

 

よく夏場の汗や体臭のケアについてお話ししたりアイテムを紹介してきま

したが…そもそも皆さんは根本的な部分はどうなのかな？と思ったのです。 

 

シャワーやお風呂は、夜派か朝派？など話題にはなりますが私は夜も朝もシ

ャワー浴びています。仕事などで一旦家に帰れない夜からの大事なデート前

は、わざわざ近場の満喫やスパに行ってシャワーを浴びたりしたこともあり

ます。 

 

皆さんはどうですか？ 

 

私自身は、めちゃくちゃ汗かきなので自分のできる限りのケアをしようと心

がけています。 

 

一日中大型のイベントスタッフをした時は、休憩毎に食事後の歯磨きと汗拭

きシート、エアリズムを変えていました。やりすぎ？かもしれませんが汗か

きな私はこれくらいしないと不安です！ 
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周りの女性でも同じようなケアをしている子はいます。頭皮の匂いを気にし

て専用のシャンプーやスプレーを調べて買っている子もいました。女性でも

言葉に出さず努力している人は沢山います。 

おかげでまみりん隊長から、まほちゃんを一度も臭いと思ったことないよと

の言葉ももらいました笑        ♀ 

 

たまに男性の会話で、「起きて 5 分で出てきた」など耳にしますが歯磨きと

か顔洗ってんの？！と不安になります。笑 

 

さらに、お洗濯の洗剤や柔軟剤を気にかけていますか？特に個人的には柔軟

剤に注目して欲しいです。種類も豊富で値段も様々ですが、あんまり甘った

るくなく、ナチュラルソープの香りなんてのも良いし高いものも 600 円程度

です。シンプルな香りで邪魔にならないものをオススメします。 

 

私の会社でもいるんです。柔軟剤の香りがする男性！衣類も清潔感を感じと

れます。自分で洗濯をしている方は是非気をつけてみて下さい。 

まほでした    

 

 

 

2019.09.04 水曜日 20:05   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

まほちゃんと同じく、わたしもいま一番の関心事が、日曜ドラマ「あなたの

番です」の最終回です(  ́   `*) 

 

皆さんはご覧になっていますか？？ 
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わたしは最終回に向けていままでのストーリーを見返しておりまして、とっ

ても寝不足です。笑 

 

早く最終回を観たいのですが、でも日曜日の楽しみがなくなる、、！とって

も複雑な気持ちです        

 

どうでもいい話を冒頭から失礼しました。笑 

 

さて今回は、前回の続きです(^^) 

取り分け問題！！ 

 

では、どうぞ♡ 

 

【焼肉はぜひ焼いてあげて欲しい】 

先週からツラツラ取り分けについて語っておいてなんですが、 

わたし実は料理を取り分けるの、全然嫌いじゃないんです。笑 

むしろ、等分に綺麗に盛り付けられたときの喜びがクセになり、好きな方だ

ったりします。 

（周りと差がつくのでぜひやってみて欲しいなと思っていますが    ） 

 

ただしですね、焼肉は別問題なんです        

なぜなら正しい焼き加減や焼くペースに自信がないので。笑 

やっぱり一般的には焼肉って男性の方が場数踏んでると思っていて、 

そんな中でわたしなんかが手を出すのは恐れ多いというか・・・。 

ですので、焼肉に関しては男性にお願いしたいですね         

焼いてくださっている横でチョレギサラダを取り分けたり、ドリンクのケア

をさせて欲しいです        
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あと、「この肉今が食べごろだから食べて、はい！」ってお皿に入れてもら

うの、、 

単純に、とってもきゅんとします     

 

実は先週もこれやってもらって、感動しておりました       笑 

 

【ワインは男性に注いで欲しい】 

焼酎セットは基本的に自分の前に置いてペースや濃さをコントロールした

いんですが（笑）、ワインは困るんです！！ 

焼肉のように、ワインを注ぐことに自信がないからではなく、女性が注ぐの

は本来マナー違反にあたるからです       

特に、上下関係の外の年上男性が平気な顔で注がれていると、結構釈然とし

ない気持ちになります。。 

注ぐのに抵抗がある場合は、そもそもボトルで頼まないか、お店のスタッフ

さんにお願いするのが◎ですね       

 

個人的な訴えとなってしまいましたが、少しでも参考になれば幸いでござい

ます         

あっ！結局は、場面や相手によって柔軟に対応するのが一番ということを忘

れずに、、です       

楽しいお食事デートになりますように♡♡ 

それでは、おやすみなさい          
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2019.09.06 金曜日 20:00   

 

こんばんはー！隊長のまみりんです！！ 

 

火曜日から、なんちゃって専業主婦をやっております(^^)✨ 

「専業主婦になったら時間に余裕が出来るし、式の準備も捗るぞぉー！！」 

と思っていたんですが、要領が掴めてないのもあるのかな？普通に仕事して

た時より断然忙しくて目が回りそうです      

この LINE メンバーには一家の経済面を支えている男性もいますし、これか

ら…の方もたくさんいるので言っておきますね！！ 

 

専業主婦めっちゃ大変！！！笑 

 

さて、夏が終わったと思ったら全然終わってなかった今日此の頃、いい加減

ニオイ対策は万全かと存じますが、女性とデートする際にもう一つ気にして

ほしいことがあります！ 

 

【冷房が寒くないか！？】 

 

です。お店に入った時、自分の席は快適なんだけれども、女性の座っている

席に冷房が直撃している！！という事があります。 

夏は女性の方が露出度が高く、寒く感じる事が多いです。 

準備の良い女性ならカーディガンを持ち歩いてたりしますが、カバンに入ら

ないからって持ち歩いてなかったりするんですね。 

そんな時、「寒くない？席代わろうか？」「良かったらこれ着る？(ジャケッ

ト)」 

「(店員さんに)すみません、冷房を弱めてもらえませんか？」 
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などと気遣ってもらえるととっても嬉しいです       

 

寒い時って心まで冷え切ってしまって悲しい気持ちになるじゃないですか。

笑 

そんな時、ジャケットの温もり(良い匂い)を感じる事が出来れば、とっても

安心します。 

 

逆に「そんな格好じゃ寒いよ。なんか羽織りものくらい持ち歩かないと。」

なんて注意だけされて気遣ってもらえない…なんて事があったらもうデー

トはしませんね…。 

 

まぁ、自分で用意しとけや！と言いたい気持ちは分かりますが、そこはチャ

ンスですので！しっかり掴み取ってくださいね(^^)✨ 

      隊長       

 

 

 

2019.09.10 火曜日 09:39   

 

みなさんおはようございます☀ 

台風の影響は大丈夫でしたか？？私は晴れていた土日、柴又や秩父にプチ観

光してきました(๑⃘⃙'ᗜ'๑⃘⃙) 楽しかったです♪ 

 

さて、9 月や 10 月は 3 連休が多いですよね‼︎お休みの方はデートに誘うチ

ャンスが増えるし     集まりに出向いてコミュニティを広げたり、1 人だっ

て自分磨きや趣味に時間を使えます♪篭らずどんどん気持ちを外に向ける

ことは大事だと思います     休日の過ごし方を今一度見直してみましょう。 
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ところで最近は色んな流行り物がありましたよね。パッと思い浮かぶものと

しては【タピオカ】や【あなたの番です】などが代表的ですね。みなさんは

話題に出たとき、どんな反応をしていますか？ 

 

「タピオカ？あーなんか流行ってるよね、並んでまで飲む価値あるの？」 

 

「それみんな見てるよね、え？2 クールドラマ？今から長くて見る気失せる

よー」 

 

なんて反応していませんよね…？ 

飲んだ事なくても、見た事がなくても良い反応はとれます！逆にチャンスく

らいです！ 

 

「まだ飲んだ事ないんだ…あれってやっぱり美味しいの？」 

 

「飲んでみたいけど男 1 人でお店に並ぶ勇気なくて、良かったら今度勿論ご

ちそうするから一緒に並んでくれないかな？」 

 

「まだ見てないんだよ〜でもめちゃくちゃ話題だから見たい！！どんな話

なの？！」 

 

「◯◯ちゃんもやっぱり見てたんだね！犯人ニュースで見ちゃったけど今

からでも楽しいかな？？どんな所が面白いの？」 

 

などなど。興味 100 パーセントで返せば、沢山お話しするチャンスにつなが

ります。自分からチャンスを蹴ちらさないで下さいね！ 
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勿論、タピオカやあな番に限らずです。 

 

今日も 35 度☀予想で猛暑です。体調に気をつけて 1 日をお過ごし下さい。 

まほでした       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.09.10 火曜日 20:05   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

 

関東圏の皆さま、昨日は台風大変でしたね！ 

こういうとき、わたしの最寄り駅は 100％長時間改札入場規制となるので、

午前中は Twitter で情報収集しつつ潔く家でお仕事して、午後のんびり出社

しました。 

皆さんは、大丈夫でしたでしょうか？      

 

こんなとき改めて思いますが、トラブルに慌てない方って素敵ですよね✨ 

何か起きても、冷静であったり、穏やかであったり、他者への思いやりを忘

れない方って素敵だなぁと思います(  ́   `*) 
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慌てて焦って語気が強くなったり、自分のことばかり考えたり、 

人に強く当たったりするのはよろしくないですよね。。 

 

個人的に、修羅場を潜り抜けた方ってなんだか人間的に魅力的ですし、色気

を感じます！ 

あ、この修羅場というのは男女関係のもつれではないですよ。笑 

 

崖っぷちに立たされた経験とか、トラブルをなんとか回避した話とか、 

聞いててもおもしろいですしね(^^) 

 

人生一度ですし、いろんな経験をしてみたいとわたしも改めて思いました。 

「自分史上、今のこの瞬間が一番若い」←好きな言葉です♡ 

 

何事も遅すぎることなんてないですよねっ！！！✨ 

 

勝手ながら、本日はやや抽象的なつぶやきで終わらせていただきますね。笑 

 

また次週をお楽しみにです     

ネタを貯めておきます！！！笑 

 

それでは、おやすみなさいませ      

 

 

 

2019.09.12 木曜日 21:03   

 

こんばんは！隊長でしゅ！！ 
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最近、写真の整理をしていて思ったんですが、写メというものが普及し出し

てからの写真って、ほとんど残ってないんですよね。つまり私は高校生くら

いからなんですが… 

なので今後は、なるべく写真は現像していこうと思ってます！！ 

 

さて、皆さん。男性は優しいに限るデスヨ！！ 

 

デート中、女性がちょっと躓いたとします。 

 

1.うわっ、ダサ。恥ずかしいから離れて歩くわ。笑 

 

2.ギャハハハハハハハ！！！ちょっとやめてよー！！大丈夫？？ギャハハ

ハハハハハ！！ 

 

3.えっ、大丈夫！？ヒール危ないよね。俺に掴まってていいからね！俺も嬉

しいし。笑 

 

どうですか？？どれもなんだか極端ですが、私は 3 の対応希望ですね！ 

 

1 はノリが良くてツッコミ型の人がやりがちですが、ちょっと悲しくなりま

す。 

2 は陽気なお調子者がやりがちですが、イラッとします。笑 

 

私のようなお姫様タイプ(？)の女性は「いやいや、そんな心配してくれなく

ても大丈夫だよ。笑」というくらい大事にされたいのです。 

逆に、足の小指をぶつけてめちゃくちゃ痛がってるのに一声もかけてもらえ

ないと、絶望を越えて怒り出したりします。笑 
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面倒くさいけど、扱いは分かりやすくて簡単ですよ(^^)✨ 

 

姫タイプの女性に困ったらいつでも相談してくださいね！笑 

 

それでは！明日も笑顔で頑張りましょおー        

      隊長       

 

 

 

2019.09.15 日曜日 19:40   

 

こんばんは(´∀ *`)まほです♪3 連休ですね‼︎ 

私は最近メイクを変えたりカラコンのサイズダウンに挑戦したり…年齢と

共にナチュラルに自分を改良中です。自分に合うものを探すのは大変ですが

楽しいです♪ 

 

さてさて、隊長が前回の配信で紹介していましたが優しさって本当に大事で

す‼︎ 勿論最初のアプローチ中は優しいは当たり前なんです。ていうか皆ん

な優しいですよね、そりゃ。でも彼女に対して、仲良い女性に対して、慣れ

てきた頃皆さんはどうですか？ 

 

【優しさ】忘れていませんか？ 

 

何事も慣れてきた頃が肝心です！ 

 

私がたまに見る反応で相手が男性女性に限らず、エ？となる反応があります。 
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女性が噂話などをした場合、会社でこんなことがあってね〜、◯◯さんがこ

うでね〜、などなど男性からしたら興味のない話だとしても 

「へーどうでもいい」「へー◯◯興味ない」という返しはよくないです。今

こちらが話してたのに、どうでもいい？！興味ない？！否定どころかの話で

す。この反応、男性だけでなく女性でも言う方います…。たとえそうだとし

ても、聞いて欲しくて共感してほしくて話しをしてるわけです。興味なくて

も相手が求める反応をしてあげる優しさをもってあげて欲しいです。 

 

この例えに限らず、慣れた間柄でも思いやりを忘れずに…！ 

まほでした      

 

 

 

2019.09.15 日曜日 20:05   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

気がつけば、徐々に秋らしくなってきましたね！ 

秋といえば行楽、スポーツ、味覚、読書･･･楽しいことがたくさんあります

よねっ！ 

わたしは漏れなく全部楽しみたいと思います！！笑 

皆さんはどんな秋にされる予定でしょうか？！     

 

さて。みなさんそうだと思うんですが、わたしも美味しいものが大好きなん

です。。 

美味しいと話題のお店に行ってみることはもちろん、お店で出会った美味し

いものをマネして料理研究するのも好きです。 
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そうするとやっぱり、一旦食べログの評価は人並みに気にしてしまいます

     笑 

でも最近は 30 歳手前にして、「食べログ点数は微妙だけど、めっちゃ美味し

いから！」みたいなのにも惹かれがちです      

雰囲気重視の高級なお店より、まあまあ綺麗で料理が美味しい！みたいなと

ころの方がリラックスして会話やお食事を楽しめるので嬉しかったりもし

ます。 

20 歳前半〜中盤のときは、とにかく背伸びしたお店に連れて行ってくださ

る人が好きでしたけど。。笑 

最近は、毎回雰囲気重視の素敵なお店に連れて行ってくれる方に対して、「嬉

しい！気分上がる〜    」という気持ちと同時に「いつもここで女子と遊ん

でるのかな〜」という穿った推測をしてしまうんですよね。笑 

めんどくさい女心です。笑 

 

もちろん最初はそういったお店が本気っぽくて嬉しいのですが、何度かデー

トする機会があれば、「ここ、飯がうまくて良く行くんだよね〜」みたいな、

気取らないお店に連れて行ってくれたりしたら最高ですね！ 

昔は正直、そういったところに連れて行かれると、生意気にも「手を抜き始

めたのかしら」なんて思ってしまった時期もありましたが、 

今は、「もちろん遊ぶこともあるだろうけど、普通に地に足着いた生活して

るのかなー、、」と、少し安心したりします。 

 

相手の意向を汲み取るのが一番ですけれど、特に「チャラそう」と思われが

ちな方は、参考にしていただければ幸いです！        

（全体的に、歳が離れてる場合などはこの限りではないと思いますが！  ） 

 

ではでは、また次回をお楽しみにです♡ 
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おやすみなさいませ(*'▽'*) 

 

 

 

2019.09.18 水曜日 20:01   

 

こんばんは！水曜日ですね！土日休みの人にとっては「うわぁあああまだ今

週半分もあるよおおおお」ですね。笑 

 

さて皆さん、女心が分からない方多いですよね？女性から見ても、男心って

分からないんです。 

理解できまへん。笑 

それでも、「心」に関してはまだ同じ人間の考える事なので、ある程度は分

かってきたりもするものですね！ 

ただ、お互いに絶対分からないのは「性別特有の痛み」ですね。 

こればっかりは分からないですよね。 

男性特有の痛みといえば、まぁその、ぶつけないように気をつけていれば回

避出来るのかな？笑 

 

ただ、女性の場合は毎月ですからね！！これはもう回避出来ませんので、上

手く付き合っていくしかないんですたい。 

 

それで厄介なのが、ホルモンの影響でご機嫌斜めになったり悲観的になった

りハイになったりして、意味がわからないんですね！これは人によって激し

かったり何も無かったりしますけど…。 

痛みに関しても、毎回仕事を休むほどの痛みで一日寝込む人もいれば、めっ

ちゃ元気の人もいます。 
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ちなみに、寝込むレベルの人って普通じゃないので、もし身近にいたら病院

をオススメしてくださいね。 

 

それはそうと、よく男性が困るのは「今日生理なんです。」と言われた時で

すよね。困った顔をしている男性をよく見かけます ww 

 

それを言って気まずい顔をされたこちらも気まずくなるんです。笑 

でも、具合が悪いから具合が悪そうにしてたら「どうしたの？風邪？」って

大体の人は聞きますよね。 

でも、風邪じゃないし、風邪ってなんだか自己管理が出来てないみたいに思

われたりするので嘘でも「そうなんです」とは答えたくないし、じゃあ仕方

なく「いえ、女の子の日なので…」なんて答えるしかないんです。 

 

ここで言われて気まずいワードは 

 

「あ、、ごめんなさい。」 

「あっ…」 

 

などです。 

 

普通に受け入れてもらうのが一番助かります！ 

 

「あ、そーなんだ！ひどいなら無理しないで休んでいいからね」 

「あらら、痛み強い方なの？こればっかりは男には分からないけど、あんま

り辛いなら言ってね」 

 

↑会社 
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プライベート↓ 

「大丈夫？寒くない？冷やさないようにね     」 

「大丈夫？今日はあったかいところでゆっくり過ごそうか^_^」 

 

など、過敏に反応せず、優しい言葉をかけてあげるのが◎です！ 

 

ちなみに『生理ちゃん』って漫画はご存知ですか？？ 

作者は男性ですが、生理中の女性の気持ちがよく描かれているので、興味が

あったらぜひ読んでみてください(^^) 

 

それでは皆さん、ごきげんよう！ 

      隊長       

 

 

 

2019.09.21 土曜日 09:30   

 

おはようございます☀女子部まほです。明日から韓国旅行&帰ってきたら実

家帰省というスケジュールで忙しい 1 週間の始まりです‼︎楽しみだけれど、

体力が続くか心配なお年頃だったりします（笑）皆さんはどんな連休を過ご

しますか？( ＾∀ )^ 

 

さて、日頃色んな方とおしゃべりをしている私ですが自分の中であるパター

ンを発見しました。 

 

それは男性がつまらない話をしてくる場合に無意識で発動される反応パタ

ーンです。 
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女性は大体がいくらつまらなくても、つまらなそうな反応はできません。だ

から聞いてるフリをしているのですが他の女性でも「あ、この子本当は今つ

まらないんだろうな…」と感じる時があります。でも逆にオーバーに相づち

をしたり、嘘の笑いをしたりもするので男性側は楽しく聞いていると勘違い

してしまいその話は続いてしまう…という負の連鎖が起こります。 

 

誰しもいつも 100 パーセント楽しませる話題を提供することは難しいです。

が、つまらなそうな反応に気づけば話題を変えたり、女性に話題を振ったり、

負の連鎖は止められるはずです。 

 

女性の本当はつまらない時に無意識にしている反応を、私個人や周りの女性

の反応からいくつか紹介したいと思います。 

 

【何を言っても「そうなんですね」】 

 

「そうなんですね」は万能な相づちです笑。一度二度使うなら普通ですが、

友人が男性のおしゃべりの返しをある程度時間が経った頃からずっと「そう

なんですね」になっていました。 

 

【相づちのパターンが 1 つだけ無限ループ】 

 

そうなんですねと同様ですが、ある言葉しか出なくなっていたら要注意です。

「えーすごーい」「へーおもしろーい」一見良い反応で言い方も変えてきま

すが何回もコレしか出なくなるのは、きっと自慢げな内容に飽きている頃で

す。 

 

【ニセ笑いを見ぬく】 
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ニセ笑いという言葉は少し悪意ですが（焦）女性は何パターンか相づち用の

笑いを持っていると思います。それがあまりにも沢山しなきゃならない状況

は疲れてきてしまいます。周りで本当に面白い会話をする人がいたらその時

の周りの反応を思い出してみて下さい。本当に面白い時とお世辞での笑い。

差が見えてくるはずです。お世辞笑いは悪い事ではないのですが、何回もさ

せてしまうという状況には気をつけましょう。 

 

【直ぐにでない携帯の画像ネタは NG】 

 

男性で「◯◯に行ってさあ〜◯◯が美味しくてさぁ〜」と話した場合、大抵

の女性は興味を示す反応をします。それがお世辞だとしてもそういわれると

嬉しくなって「待って、写真あるよ！」となり、これまた大抵の女性は「見

たーい」とお世辞でも本心でもなります。そのときに直ぐに出ない場合はそ

の写真を見せるくだりは省きましょう！「あれ…待ってね…ないなぁ…（カ

メラロールスクロール）」この時、謎の時間が過ぎます。その見たーいのテ

ンションを維持させないとならないしあの時間、私けっこう苦痛だったりし

ます。 

 

これ、女性の場合だと「待って！見せたいから今探すけど別の会話しててい

いよ」と相手を待たせないパターンを出す人が割といます。 

 

携帯画像を見せたい会話は気をつけてみて下さいね！ 

 

今日はこの辺にします(^^)14 時からモジュールがありますね♪今日は隊長、

きよみちゃん、私と 3 人揃ってアドバイスしますよー    参加される方はお

楽しみに‼︎ 
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まほでした        

 

 

 

2019.09.22 日曜日 20:05   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

 

9 月は 3 連休が 2 回もあって最高ですね〜！     

皆さんは連休、どのようにお過ごしですか？☀ 

わたしは遠出などはしておらずジムに行ったり飲みに行ったり普通の休日

ですが、それなりに楽しくやっています。笑 

 

恋愛の持つ力ってすごいと思うんです。 

女性は恋をすると綺麗になると言われていますよね！ 

外見だけでなく、仕事や勉強を頑張れたり、人の痛みがわかって優しくなれ

たり、内面も磨かれていくような気がします。 

振り返ると、自分がキラキラと前向きに成長できているタイミングって、昔

から恋愛をしているときが多かったなと思います。 

「モテたい」「愛されたい」という動機が、最も頑張れちゃうんですよね。

笑 

 

中学生のとき、憧れの先輩と同じ高校に通いたいがために受験勉強を頑張り、

進学校に入学しました。笑 

高校生のとき、多くの男子の視線を集めたい気持ちもあってチアガールにな

り（笑）、結果的に部長となって最後まで頑張りました！ 

大学生のときは、多くの人に愛されたくて勇気を振り絞ってメイドカフェに
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応募し、最終的に 3 年半頑張りました！ 

（※そのせいで彼氏にふられたりもしましたけど。笑） 

社会人の今も本質的には同じで、「好きな人を落としたい」「多くの人に愛さ

れたい」願望で自分を磨いたり、苦行に耐えたりしていますね。笑 

（※まあ、さすがに「モテたい」が全てではなかったですけどね。。     笑） 

 

ちなみに、ついつい「笑」をつけてしまうのは、照れ隠しです。。 

 

このようなことって、きっと男性も同じですよね・・・？！ 

わたしは「モテたい」と思って行動する男性ってとっても素敵だなと思うん

です！✨ 

一般的に、それを大々的に主張することは一見「恥ずかしいこと」と思われ

るかもしれませんが、わたしにはその価値観はもったいないと思っていま

す！不純な動機なんかじゃないはずです！！！ 

 

人間らしい自然な感情であるはずですし、その原動力によって輝けるなんて

最高だと思っています。 

 

そんな男性にとって、何かのきっかけや、背中を押す一助になる本ができた

らなと考え、わたしは今回のマンガをお届けしたいです。 

 

わたしは特に人より秀でた特技も才能もないのですが笑、「モテたい」「愛さ

れたい」という感情にはずっと向き合ってきたつもりで、たくさん恋愛をし

てきたとも思いますし、さまざまな人を見て来ましたし、体験も積み重ねて

いると思います。 

 

普段のセミナーでのお手伝いも、この分野なら少しでもお力添えできるかも
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しれないと思い毎回の授業に臨ませて頂いております。 

 

そんな、人生経験を全て捧げる勢いで本の完成を目指したいと思っています

ので、もしよければ、応援していただけるととっても嬉しいです。 

 

今回はついつい自ついつい自分語りになってしまいかなり恐縮ですが、 

次回はまたお役立ち情報を配信できるよう日々アンテナを張って生きてい

きますね         

 

ではでは、よい 3 連休をお過ごしくださいませ         ✨ 

 

 

 

2019.09.24 火曜日 20:57   

 

こんばんは！隊長です！ 

土曜日は久しぶりにスクールの授業に参加してきました(^^) 

 

そこで思ったんですが、ファッションにおいて、【靴】って大切なんですよ

ね！！ 

 

お洋服はマネキンが着てる服をそのまま買ってそのまま着る…とかの作戦

である程度イケるんですが、靴は盲点だったりして(カバンもだけど)靴だけ

ダサいとか、靴だけボロボロとか… 

 

よく見ます！ 
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ただ、人は足元を見るってよく言いますよね！ 

靴がダサいと残念過ぎるんです        

 

スニーカーは歩きやすいし、足にも良いですよね！ 

ただ、スニーカーもカッコいいのとダサいので大きく分かれます！！ 

 

と、言われても難しいと思うので一つ URL を貼っておきますね！ 

https://fashile.com/nerd-shoes.html 

 

ダサいファッションでデートに来られると、一緒に歩くのが恥ずかしくてす

ぐに帰りたくなってしまうんです。 

 

私もファッションセンスが無くて困ってるんです。笑 

 

みなさん、一緒に頑張りましょうね(^^) 

      まみりん       

 

 

 

2019.09.26 木曜日 20:26   

 

皆さんこんばんは     

女子部まほです。おととい韓国旅行から帰ってきました〜     美味しい物食

べたりお買い物してすごく充実しました♪楽しかったです    ふふふ 

 

さて、前回まみりん隊長が靴について配信していました      納得の内容でし

た。という訳で私も今回はファッションについて書こうと思います。 
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まずみなさん【自分は大丈夫だから関係ない】と思ってはダメです。 

 

むしろそう今一瞬でも思った方こそ今一度見直すべきです。なぜならば、お

洒落なひとほど常に自分に似合う物を探し、大丈夫かな？これ変じゃないか

な？と思っている事が多いと思います。 

 

これくらい大丈夫大丈夫と安心している方こそ、危険信号だと思います。 

 

それを踏まえてダサい判定を受けやすいアイテムのポイントを紹介してい

きます。 

 

【裏地が折り返すとチェックな物】 

隊長の配信の靴にもあったように、ジーパンやシャツなどにたまにある施し

ですが、成人男性が着ているとダサくなってしまいます。 

 

【ダボダボ】 

ズボンやトップスがダボっとしているものです。ダサさに加え爽やかさや清

潔感があまりなく見えます。 

 

【年齢に合わないパリピ感】 

イケイケファッションのブランド系は全面に押し出すと品がなくなります。

何目指してるんだろう…と思ってしまいます。またハイブランド系は着たい

場合はさりげないポイントくらいにしておくのがおススメです。 

 

ダサさとは少し離れますが↓ 

【汗を描きやすい人は色を考える】 
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グレー、カーキ、など汗が滲みやすい人は色を気をつけましょう。 

 

【黒にまとめすぎない】 

爽やかさや明るさも大事です。せっかく明るくまとまっても足元だけ黒かっ

たりすると台無しなので、黒を使う場合はバランスを考えましょう。 

 

【太っている体型の人は座った 

見え方も考えて】 

私もぽちゃっとしているので笑、これは考慮をよくしています。 

 

【デートのとき荷物が多くないように】女性より荷物が多いと、男性なの

に？女々しいな…と私個人では疑問を感じてしまうんです。もちろん仕事帰

りや遠出は別として休日デートの際などは荷物は最少にしましょう。 

 

【美容室で最低限だけ伝えておまかせにする】もう、自信がない方はプロに

まかせましょう！私はいつもそうです(^^) 

 

どうでしたか？？私は自身の文章をたまにキツいかな？と心配になること

があります      けれど皆さんの力になりたく文章を書いています。みなさん

のお役に立ったり何かを変えるキッカケになったら嬉しいです。 

 

まほでした     
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2019.09.28 土曜日 20:05   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

早いもので、、もう 9 月も終わりそうですね      秋の始まり、楽しめましたで

しょうか？☀ 

 

スクールの中でもちらっとお話させていただいたのですが、 

最近、つい引き込まれるナンパをされたので（笑）、今回はそこから見える

お話をさせて頂きます(°▽°) 

 

＊＊＊＊＊ 

居酒屋さんで飲んでたのですが、着信があったので、お店の外で電話してい

たときです。 

 

電話し終わり、お店に戻ろうとしたところ、いきなりサラリーマンが近づい

てきたと思ったら第一声･･･ 

 

        ♂「顔がめっちゃ好きです！」 

        ♀「え？！」 

 

びっくりしました。 

が！こちらも酔っていたこともあり、そのまま無視はできず少し会話してし

まいました。笑 

 

その男性の見た目が清潔感があって爽やかだったことや、話し方などがしっ

かりしていたことで、ナンパにしてはちゃんとした人そうに見えて、 

「顔が好き」というストレートな言葉を一旦受け取ってしまいました･･･ 
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なんか、上手だったんですよね。。 

ナンパは最低限謙虚であることが大事だと思っているのですが、 

加えまして、実は他の女の子にも多数声を掛けているとしても、 

「目の前のあなたがいい！」感があると成功するのかな〜と思いました！！ 

 

あなたがいいということを表現するには、やはり「褒める」ことに尽きます

よね！！ 

 

「褒める」という行為は難しいと思いますが、今回のナンパの場合は、わた

したちの先生のお言葉の通り「評価ではなく、ハートを乗せる」が自然にな

されているように思いました！ 

 

「お顔が可愛いね。よく言われるでしょ？」より、「お顔が可愛いね、めっ

ちゃタイプです」の方が断然嬉しいのです    ✨ 

 

主語を「みんな」にして評価にして終わらせるより、「僕はそう思う」と、

潔く言っちゃった方が相手に響くなあと思います！！ 

 

もしよければ、ちょっと意識してみてくださいね      

ではでは、また次回をお楽しみにです〜     

 

 

 

2019.09.30 月曜日 20:35   

 

みなさんこんばんは！！ 

T.school の授業を終えて、福岡へ戻ってきました隊長ですー      
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今日は、初デートに着ていくべき、無難な服装についてお話しします！←フ

ァッションセンスは無いけれど 

 

初デート、緊張しますよね     

 

私も初デートはドキドキして胸がいっぱいになります！！ 

 

初デートは相手の好みもよく分からないですし、服装で幻滅されてもアレな

ので、とにかく無難な服装で行くのが◎です！！ 

 

普段、スーツを着る仕事の方で平日デートなら、そのままスーツで行くのが

無難ですな。 

なぜならスーツはカッコいいんです！！あ、もちろんヨレヨレとかサイズが

合ってないとかはダメですよ？ 

 

そして、スーツ仕事ではない方々、休日デートの場合ですが！ 

 

こりゃあ何か無難なデザインのシャツに無難なジャケット、綺麗めズボンに

革靴…または無難なスニーカー 

 

そんな感じがいいと思います！ 

書いてて思いましたが、ファッションの知識無さすぎて私が書くべき内容じ

ゃなかったですたい。笑 

 

とりあえず無難な写真を添えておきますね！ 
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ちなみに、無難なファッションブランド 

ポールスミス 

トゥモローランド 

ビームス 

 

もう少しリーズナブルに！という場合は 

GAP 

UNIQLO 

この辺が無難かと思います！ 

 

 

マネキンをそのまま購入もいいけれど、オシャレっぽい店員さんに「トータ

ルコーディネートお願いします      」とお願いするのもいいと思います！ 

マネキンそのまま買いだと、体型がアレで合わなかったりしますからね。 

 

あ、ユナイテッドアローズとかもいいですね！ 

 

もしデートコーデに悩んだら、「これどうですか？」と写真を送っていただ

けたらお答えしますので、お気軽にメッセージくださいね(^^)✨ 

 

それでは今週も頑張りましょー！！ 

      隊長       

 

 

 

 

無難→ 
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2019.10.02 水曜日 20:52   

 

皆さんこんばんは      まほです。 

カレンダーでは秋なのに、相変わらず暑いですね…何故なんだ！笑 

 

さて先日、職場のある男性と話していたら凄く素敵な事を言っていたのでお

話しますね✨ 

 

その男性は女性の友人が多く、彼女にその事でヤキモチを妬かれてしまうと

話してくれたのですが…私はまず何故彼が女性の友人が多いのか考えてみ

ました。 

 

それはやはり日頃から、女性に対して【特別な恋愛感情】が無くても思った

事や気づいた事を素直に言って褒めているからだと思いました。 

 

私もつい最近、「なんか最近さらに可愛いくなりましたね！」と言ってもら

ったばかりでした。 

 

なので私は、 

「◯◯君は、いつも女の子たちをポンって褒めてくれるよね！やっぱり嬉し

いし、そういう男性は好感度高いし好かれるけど彼女は心配になっちゃうの

かな？」 

 

すると彼は、 

「だって、女性はこの社会に出てくるために毎日色んなところを頑張ってく

れているじゃないですか。そんな女性の頑張りとか可愛い部分に気づいたら

僕は素直に言いたいですもん。別に恋愛感情じゃなくても当たり前に言える
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事です。」 

 

私は、まだ若い彼なのにそこに気づいてくれていてそういう気持ちを持って

いることに感動感謝しました       ✨ 

これは、男女限らず人に好かれるというポイントに繋がると思います。 

 

やはり人の良い部分を気づけて言葉をかける、これだけで全然違うと思いま

す。 

 

女性に言葉をかけるのにまだ自信がない場合は、身近な男性、友達から始め

てみて下さい。 

 

同性にまず好かれなければ 

もっとハードルの高い好きな女性に 

好かれるのはかなり飛び級と思います。 

 

1 日 1 ホメからトライしてみましょう！！ 

まほでした      ✨ 

 

 

 

2019.10.04 金曜日 20:10   

 

こんばんは       女子部のきよみです。 

気がつけば 10 月ですねー！！！ 

でも、わたしはまだ半袖で歩いています。笑 

暑くないですか？！☀      
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＝まだまだ、念入りに汗ケアしていきましょう！            

 

さて。 

突然ですが、みなさんは、、瓶ビールとかってお好きですか？ 

それとも生派ですか？笑 

 

最近よく飲みに連れて行ってくれるモテ男性とお話している中で、 

「瓶ビールは注いで注がれてというコミュニケーションが発生するからい

いよね」 

とのお言葉頂戴しました      

たしかにそうですよね。。     ✨ 

 

続いて、、 

        ♂「焼肉とかも、コミュニケーションが生まれていいよね」と！ 

 

た、たしかにー！！！！ 

 

よく、会社の飲み会では若い女性社員が敬遠するんですよね。 

会社のおじさんへの焼肉や鍋のお世話、温泉旅館でのお酌はめんどくさい。

と･･･。 

そのへんのイメージからなのか、ちょっと選択しづらくなるジャンルではあ

りますが、男性が進んでやってあげれば万事解決ですし、やってもらうと相

手もやり返したくなるものかもしれません      

そうするなかで、コミュニケーションが促進させて距離を詰められたら･･･

とっても理想的ですよね     

 

ちなみに、わたし自身は瓶ビールが大好きです！！！ 
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女の子同士でも飲みます。笑 

特に赤星があると、必ず注文してしまいますね           瓶ビール×餃子、きらい

なひといるんですか･･･？     笑 

（あ、そういうところが苦手な女子もいます。笑） 

 

そして、これからの季節、お鍋も個人的に大好きです･･･！ 

 

もしよろしければ、最近流行りの「インスタ映えするお鍋」や「健康に良い

薬膳系」など、調べてみてデートに誘ってみてはいかがでしょうか？(^^) 

近頃は、お洒落なお鍋店や焼肉屋さんがとっても増えていますよね      

 

あ！！ 

お誘いするときは、「こういうところに行ってみたいんだけど･･･」も大事で

すが、 

「あなたと行きたい！」要素を入れるのをお忘れなきよう！です      

 

ではでは、素敵な週末を！！     

おやすみなさいませ(  ́   `*) 

 

 

 

2019.10.08 火曜日 08:40   

 

おはようございます！！ 

隊長です！ 

やっと少しずつ秋になってきましたねー！ 

今週末はデートの予定なのに、台風が接近しているようです       (九州) 
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最近思った事があるんですが、みなさん、出逢いを求めて婚活パーティーや

街コンに積極的に出かけていますか？ 

そこに出向いても、なかなか良い出会いがなかったり、上手く次に繋がらな

かったりしてうんざりしてませんか？ 

 

ですが、婚活パーティーのような男女の出会いに主旨を置いた場所では、男

性も女性も「本命の結婚相手 1 人」を求めている事が多いです。 

 

相手も必死なので、「まずはお友達から^_^」みたいな気軽なお付き合いはせ

ず、「なし」と思ったら即切りです。 

 

つまり、ハードルが高いのかもしれません…。 

 

ですので！！出逢い方を変えてみましょう！！！ 

 

例えば趣味や習い事です。 

お料理教室なんかは 1〜2 時間同じグループみんなで料理を作ってそのあと

試食の時間にゆっくりお話しが出来たりするので仲良くなりやすいですし、

「次回また一緒に行きませんか？？」なんて言ってまた会う機会を作りやす

かったりします！ 

 

地域の音楽サークルとかに入るのも、本番に向けて何度か練習に出向く必要

があるので嫌でもまた会う事が出来ますし、「仲間」として意識してもらい

やすくなります(^^)✨ 

 

間違っても「よし！おれはアメフトが好きだから！」などと、男だらけのサ

ークルに入らないでくださいね！笑 
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女性が多いのは、料理・ダンス・音楽・ヨガ・テニス…とかそんな感じです。 

卒業アルバムで部活動のページを見て、女の子が多い部活があればそれで

す！！！！笑 

 

「体験レッスン」や「見学」などを利用して男女比や年齢層、雰囲気をしっ

かり見てから入会した方がいいですよ！ 

 

それでは、視野を広げて頑張りましょう( ＾∀ )^ 

     隊長      

 

 

 

2019.10.10 木曜日 13:47   

 

こんにちは、まほです☀ 

今日は少し肌寒い気もしますが気温は 27 度くらいだそうです…なかなか通

常の秋になりませんね     私は今だに会社で携帯扇風機を使っています…笑 

 

さて今回は「独りよがりの恋愛」になっていないかという事についてお伝え

していきます！ 

 

出会いを求めていて、好みの女性を見つけた時アプローチしますよね。まず

は声を掛けて、連絡先などを聞いてご飯やお茶に誘うパターンはよくあると

思います。 

 

2 人でご飯などに誘われて嫌ではなかったら、女性は断らないと思いますが、

それはまだ好きかどうかはわかりません。自分にとっては好きかもしれない
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女性でも、彼女にとってはまだ知り合いや友人の 1 人かもしれません。 

 

なかなか厳しい現実ですが、彼女にとっては何人かいいなと思っているなか

の 1 人かもしれません。 

 

私が以前友人に聞いた話で、仕事仲間の男性から鍋をしようと誘われて行っ

たら自分だけで尚且つキスを迫られて断ったら、あなたのこと大事に思って

るんです…と言われたという話がありました。完全に彼の中だけで色々進ん

でいた様ですよね。 

 

せっかく始めは好印象でも、独りよがりの行動でうまくいかない結果になっ

てしまったパターンです。 

 

彼女を想ったり、付き合えたら…など妄想はもちろん自由です。私も色んな

妄想しちゃいます！でも行動や言葉にする時は行きすぎていないか片想い

の状態でやりすぎていないか一度考えましょう      ✨ 

 

謙虚な気持ちを忘れずに…！     

まほでした      

 

 

 

2019.10.10 木曜日 20:05   

 

こんばんは        

女子部のきよみです。笑 

みなさま、本日もお疲れ様でございます     
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明日頑張れば、また 3 連休がやってきますね！台風 19 号と共に。。       

特に関東圏のみなさま、ぜひ今のうちから充分な備えをお願いいたします

         

 

さて！わたしは結構気軽に LINE のスタンプを買ってしまうのですが、皆さ

んはいかがですか？？ 

 

わたしの一番好きなシリーズは、「クマ太郎」（シリーズ 15 まで全部持って

おります笑）で、他にも「にしむらゆうじ」さんや、「いらすとや」さんの

ものを好んで使わせていただいております      

あ、どうでもいいですねすみません、、(  ́   `*)笑 

 

スタンプにまつわるお話ですが、 

わたしは下記のような流れが大好きです。。笑 

 

        ♀（会話の流れで、お気に入りのスタンプ送る） 

        ♂「なにこのスタンプ、かわいいね！」 

        ♀「本当ですか？気に入ってるんです〜」 

        ♂（ちょっと間空く） 

   （同じスタンプ投下） 

        ♀「えー！！！！！」 

 

自分のセンスに共感してくれたことと、ソッコー行動に移してくれたことが、

とっても響きます･･･！✨ 

 

逆に、みなさんが使うスタンプに関して食いついてきたら、さらっとプレゼ

ントしてしまったり、相手が好きなシリーズの新作が出た瞬間にプレゼント
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すると、とっても喜ばれると思います     

 

わたしはクマ太郎の新作が出ると、光の速さで自分で購入するのですが、男

性から「クマ太郎を贈ろうとしたら、相手はこのスタンプを既に購入済です、

とメッセージが出たよ笑」と、LINE をいただいたことが 2 回あります。笑 

 

結果としていただいていなくても、自分が好きなものを覚えていてくれてい

ることと、忙しい日常の中でプレゼントの手続きをしてくれたんだな〜と思

うと、とってもとっても嬉しくなりました！    ✨ 

 

120 円でこんなに印象残せるって、かなりコスパよくないですか？！ 

 

ちなみに、つい最近まで、iPhone ユーザーですとプレゼントするのにわり

と面倒なフローが必要でしたが、今は簡単にプレゼントできます！！ 

もしよければ、この小ワザ使ってみてください〜      

 

次回もお楽しみにです         

ではでは、おやすみなさい♡   

 

 

 

2019.10.13 日曜日 09:01   

 

おはようございます☀隊長です！！ 

台風大丈夫でしたか！？ 

私は九州にいるので何事もなかったんですが… 

みなさん、どうかご無事で(；ω；) 
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さて、女性って謎な生き物ですよね。笑 

男性と女性は違うので、これはもう一生謎だと思います。 

ただ、「なぜ」そう考えるのか理解出来なくても「どうやら」そう考えるも

のらしい。 

という事は覚えていけると思います。 

「なぜそんな事を考えるんだ！僕はキミの事をこんなに思っているのに！」 

ではなく 

「そうか、そう考えてしまうんだね。どうしたら僕の気持ちが伝わるかな

ー？」 

と、思考を変えれば無駄な衝突を防ぐことが出来るでしょう。 

 

日本の男性は基本的に感情表現が下手です。態度や表情にも出さない上に、

口にも出さないので女性は不安な気持ちになります。 

 

彼女と会った時、せっかくオシャレして行ったのになんのリアクションもな

く「さ、行こうか^_^」なんて言われると、「え？私と会ったのが嬉しくない

のかな？私今日可愛くないのかな？」と思ってしまいます。 

 

そして、少し不機嫌になり 

「何かあったの？なんで怒ってるの？」 

なんて聞いても、女性は何も教えてくれません。 

 

「察してよ！！」です。笑 

 

男性は「言わなきゃ分からないよ！」ですよね？笑 

 

だけれども、あなたがどんなに「ああ、可愛い。この子と一緒にデート出来
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て僕は幸せだ    」と心の中で思っても、言わなきゃ女性にも伝わりません！ 

 

つまり、口酸っぱく言っていますが、褒めるのって大事なんですよ！！ 

褒めるのと、表現力です！！ 

 

「女性はこういうものらしい」 

と分かったら、ぜひ喜んでもらえるらしい事をしてあげてください(^^)✨ 

 

それではー        ♀ 

     隊長      

 

 

 

2019.10.14 月曜日 19:57   

 

皆さんこんばんは     女子部まほです。 

台風被害大丈夫でしたか？      １日も早い復旧や皆さんのご無事を願って

おります！ 

 

さて‼︎ 今回は周りの女性から聞いて集めた気をつけてほしいポイントを

お伝えしますね♪ 

 

【点字ブロック】 

道を歩く際に女性がヒールや底の高い靴を履いているとき点字ブロックの

上を無意識に歩かせていませんか？すごく小さなことですが、まだ関係性が

浅いと言いにくいし、男性の歩く速さに合わせてる場合さらに歩きづらく危

ないです…！気にしてあげて下さい。 
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【手料理が自慢でも最初から家に誘わない】 

料理上手か男性は勿論魅力的ですが、まだ付き合っていない段階で下心がな

いとしても「手料理をご馳走したいから家に招待したいです(^^)」は少し待

った！をかけたいです。正直、最初からそれを言われると、家ごはんにして

お金使いたくないのかな？と思ってしまいます。手料理はきちんと関係を築

いてから。 

 

【丁寧なラインはほどほどに】 

長文でなくても中身が丁寧すぎたりすると逆にきちんと返さなきゃな…と

なりレスポンスが遅くなってしまうかもしれません。丁寧 5 割軽い感じの 5

割が丁度いいですよ！ラインの話ですが       

 

また次もこんなポイントを周りから集めて紹介しますね     まほでした！ 

 

 

 

2019.10.16 水曜日 19:50   

 

こんばんは        

女子部のきよみです。 

先日は台風 19 号、大変でしたね。。 

かなりの被害が出ているようですが、皆様はご無事でしょうか？ 

それと、今回の台風をキッカケに一気に気温が下がってきたので、お風邪な

どにもお気をつけ下さいませ              わたしはノーズがランニングしてお

ります。。 

 

そんな、気温が下がってきた今の時期に気になるのは、ズバリ！ 
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【秋のアウターついて】についてではないですか？！✨ 

（やや無理やりですが。笑） 

 

夏と冬の狭間、秋の羽織りって難しいですよね。。。秋って日中は結構暑くな

ったりもしますしね☀ 

 

先日男性が何気なくわたしに一言･･･ 

 

「そろそろ寒くなってきたし、ライダースでも着ようかな〜」 

 

おおおお！♀ 

 

ライダース＝ライダースジャケットは、わたしの目線ですと正直難しいアイ

テムだと思っております＞＜ 

個人的な意見ですが、大学生っぽくなるか、悪そうなオジさんっぽくなって

しまうと思うんですよ･･･ 

（ちなみに、女子が着るのも難しいと思っています！       ） 

自分はお洒落上級者さんではないかも、、と思ったら、ふつうのテーラード

ジャケットや、カーディガンなどの方が無難かもしれません(^^) 

 

もしくは、ノースフェイス等のマウンテンパーカーもあまり年齢に囚われる

ことなく着られるアイテムなのかな〜と思います！✨ 

薄手のステンカラーコートなんかも上品で素敵ですね     

 

秋はアウターのチョイスこそやや悩みどころではありますが、全体的にお洒

落し甲斐のある季節ではないでしょうか？      

重ね着のバリエーションもありますし、夏冬に比べるとお出かけもしやすい
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ですしね！✨ 

 

一緒に、季節の変化を楽しみましょうっ               

もし悩んでしまったら、お気軽にメッセージお待ちしております        

ではでは、おやすみなさいです      

 

 

 

2019.10.18 金曜日 21:12   

 

こんばんはー！東京へ戻ってまいりました、隊長です！まみりんです     

 

さて、今日は飛行機に乗ったわけですが、エコノミークラスに乗る場合って、

隣の人がどんな人か。いつも不安で具合悪くなります。笑 

 

何が心配って、「臭い人が乗ってきたらどうしよう…」です。 

 

これは男性もそうだと思います。笑 

 

それで、平日の飛行機は男性の搭乗率が高いです！私の経験上、オジサンっ

て大抵は体か服か息がクサいです。 

 

で、今日も隣に座ったのはオジサンだったんですね。 

でもそのオジサンは柔軟剤のいい香りがして、その他特にクサくない。つま

り、いい香りのするオジサンだったんです！！！ 

 

なんかそれだけで急に良い人に見えてきたんです！！笑 
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柔軟剤の香りって、すごく清潔感があるので人に好かれやすいし、とてもオ

ススメですよー！！(^^) 

 

生乾きのニオイとか不快感ハンパじゃないので、気をつけてくださいね！！

生乾きのニオイは、菌が繁殖したニオイらしいので、一度付いてしまったニ

オイってなかなか取れないんですよ。繁殖しちゃうんで…。 

 

なので、殺菌効果のある洗剤を使ってみるとか、衣類用ハイターに漬けると

か、 

 

色々と戦ってみてください！ 

 

「うーん、ちょっと臭う気がするけど、まっ、いっか！」 

 

と言って出掛けてはダメですよ！汗と混ざるともうめっっっちゃ臭くなり

ます！！後悔します！！！ 

 

では、よい週末を( ́  ▽ ̀  ) 

     隊長      

 

 

 

2019.10.22 火曜日 11:01   

 

おはようございます☀まほです。 

また台風来ちゃいますね…！しかも 2 つも        災害が心配される地域の方

は気をつけて下さいね…‼︎ 
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さてさて、実は先日ホストクラブ関係者の方に古い友人がいて、その方のひ

ょんなお声がけからホストを体験させてもらってきました✨            しかも無

料！笑        ほぼ行ったことがないので有り難く楽しませてもらいました、

もはや観光気分で        ♀ 

 

接客されて思ったのが、やはりあの手この手で褒めまくってくるのですよね。

歴が長い方ほど経験を積んでいるだけあって褒め方が丁寧でした。 

 

そしてやはりどんな話でも【否定】は絶対にしなかったです。例えこちらの

言い方が二転三転しても筋が通らなくても、否定せず理解と共感をしてくれ

ていました。 

 

また、私と友達の出身地が同じなのですが 

「え？2 人とも山形なの？！山形は美人が多いんだね〜」なんて一気に褒め

る技も繰り出されたり、言い方もきちんと目をみて間をあけた話し方をされ

ていました。もう、こんな観察を自然と始めてしまうのは女子部あるあるな

んですがやはり褒め方の引き出しが沢山ありました！ 

 

チャラいと言われてしまえば終わりですが 

彼らは女性の心を掴むために、ふるまいやビジュアル、全てにおいて気をつ

けているので、そこまではいかなくても気持ちの持ち方や学ぶべきことは沢

山あるのではないかなと思います。 

チャラいと思う前に彼らに負けないくらいの褒めの引き出しを作るんだ！

くらいの気持ちが大事だと思います。 

 

そうなれといっている訳ではなく、参考のひとつにしてみてはいかがでしょ

うか？✨ 
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といっても男性が行く時はほぼ無いと思うので近々私がお手伝いした動画

が参考になりそうなので、UP されたらお知らせしますね！ 

 

ではまた☂まほでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.10.22 火曜日 20:03   

 

こんばんは        

女子部のきよみです。 

今日は、即位礼正殿の儀ということで祝日でしたね✨ 

みなさまはどのようにお過ごしでしたか？？ 

平日 1 日でもおやすみがあると、それだけで気持ちがラクだったりしますよ

ね          

 

さて。先日の花金、近所のカジュアルフレンチでお酒を飲んでいました         

とても雰囲気の良いお店で、大人なお客様が多かった店内。 

そんな中、隣のテーブルの男女が気になってしまった、というお話をさせて

いただきます。笑 
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ええと、わたしが入店した時点で 11:30 くらいでしたかね、、 

（サッカー観戦に行っていたため、遅めです⚽笑） 

 

落ち着いたお客様が多いなか、キャッキャしている男女が目立っていました。 

「きっとこれは付き合う前の一番楽しい時期のデートだ！」となんとなく思

っていたのですが、 

0 時を過ぎたあたりから男子のボディタッチが目立ち、、、 

女子、最初はいなしていたんですが、最終的には、わりとされるがままにな

ってしまっていました       

彼らの方が先にお店を出たんですが、もう終電はなかったと思います。笑 

わたしは家まで徒歩圏内の場所だったためもう少し飲んでいて、結局 1:00

くらいにお店を出ました。 

その後帰りにコンビニに寄ったところ、、、なんと、先ほどの男女がいたんで

す！！(*ﾟ д ﾟ*) 

空白の 30 分、どんな攻防があったのでしょう。笑 

 

その男子の特徴を報告いたしますね！      

 

・スーツを格好良く着こなしていた。 

・髪型は清潔感を残しつつ、奇抜過ぎない程度にお洒落にキメていた。 

・笑顔を絶やさなかった。（たぶん） 

・口調が優しかった。 

・毎回リアクションが大きかった。 

・お店のチョイスが良かった（笑） 

 

その男子の PM11:30 過ぎの行動が良いか悪いかは置いておくとして、 

参考になればと思い、お届けしてみました！        
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こういう感じの金夜に現れる不誠実な人、わたしなら冷めるんですけど      、 

笑顔、リアクションなどはさすがでしたよ・・・      笑 

 

ご意見あればお待ちしております！笑 

ではでは、おやすみなさいです      

 

 

 

2019.10.25 金曜日 17:11   

 

こんにちは！！ 

隊長のまみりんでっせ(^^)✨ 

今週はビッグイベントが 3 つあって、てんてこ舞いです(^^)笑 

 

今日は、先日のビッグイベント、大学時代のサークルの OB 会に参加してき

たお話をしますね！ 

 

サークルはサッカーサークルのマネージャーだったので、参加者は男性が 8

割ほどです。 

現役大学生の女の子は参加率良いんですが、OG になると全然誰も来ないん

ですよ！ 

なので私への集中ヨイショが凄いんです！笑 

 

「真美さん隣座ってください！」「真美さんこっち来てくださいよ！」 

「真美さん結婚しちゃったのショックですよー！！僕にはチャンス無かっ

たんですか！？」 

「真美さん相変わらず可愛いですね！」 
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「なんか綺麗になりましたね！？」 

 

現役女子大生の方が絶対若くて可愛いので、多分ほとんどお世辞ですが、こ

れがまた嬉しいんですねぇ。笑 

 

「え！？真美さん帰っちゃうんですか！？ダメですよ！！帰らないでくだ

さい！！」 

 

↑と言われて嬉しくなってついつい予定より長居してしまいました。 

 

そして、そのヨイショが上手い人たちですが、内定先も超大手企業ばかりな

んですね。 

 

ちなみに、顔がめちゃくちゃカッコいいけど座ってるだけの人もいたんです

が、仲良くなれなかったです！ 

 

つまんないんです！！笑 

 

ということで、イケメンは得ではあるがそれだけでは口が上手いブサメンに

敵わない。という事です！！ 

 

いつも口酸っぱく言ってまさが、褒めまくりましょう！ 

 

(雨やばかった…@千葉県) 

     隊長      
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2019.10.27 日曜日 16:51   

 

こんにちはまほです      

暑がりの私はまだ恥ずかしながら汗拭きシートを持ち歩いております。街中

では秋服の人が多いですね。みなさんはどうお過ごしでしたか？ 

 

私はバタバタとした毎日が続いておりますが…そんな中、先日友人の男性か

らラインが来ました。恋愛相談です。話を聞くと職場に気になる女性がいる

との事でした。うんうんと話をきくとこんなやり取りがあったそうです。 

 

男性「僕、料理が好きで、よく作って仲間達にごちそうするんだ」 

 

女性「え〜料理出来るんですね！じゃあ◯◯さんと結婚したら料理しなくて

いいですよね」 

 

どう捉えますか？ 

私は何も考えずに素直な言葉が出たものだと思いました。なぜならば、女性

はまだとても若く恋愛経験も浅いらしいのです。しかし男性は、この言葉で

相手が自分に好意を向けていると思い少しやりすぎなアピールを初めてし

まったようでそのアピールにすこし後退り気味の女性という状況らしいで

す。 

 

女性は年齢が全てではありませんが、やはり若ければその分未熟な部分はあ

ります。恋愛経験が浅ければ、思わせぶりな言葉もなんの根拠もなく発して

しまいます。 

 

そんな良い言葉を聞いたときは、舞い上がる前に一度足踏みしてみましょう。
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もちろん意図的に発されるパターンもありますが！ 

 

急にグググっとこられるとびっくりしとしまうかもしれません。足踏み意識

です        ♀ 

まほでした     

 

 

 

2019.10.28 月曜日 20:05   

 

こんばんは        

女子部のきよみです。 

もうすぐハロウィンですね           

みなさまは、仮装などされますか？      

個人的に、渋谷の様子が比較的落ち着いているようでホッとしております。

笑 

 

ハロウィンといえば、 

先日、大学の友人（男子）から連絡があり、いわゆるハロウィンパーティに

誘われました。 

 

結論から申しまして、正直参加したことを悔やんでおります     笑 

 

ただつまんなかっただけではもったいないので、その友人には悪いですが、

ここで NG 飲み会例として紐解かせていただくことで行ってよかったと思

うことにいたします。笑 
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①余計な誘い文句 

「今度ハロウィンパーティやるんだけど、来ない？！イケメンハイスペック

くるよ！」 

 

↑後半の一文で、一旦お誘いを断りました         笑 

女子みんながみんなイケメンハイスペックと飲みたいわけではないですし、

それに食いつくだろうと思われているのもとっても癪です。笑 

（しかも、こういう触れ込みに限って大体そうでもないんですよね。。笑） 

どちらかと言うと、〇〇ちゃんがいたら絶対みんな喜ぶから！、とか、自分

が楽しませるから！とか、そういう方が嬉しいです。 

 

 ②いつまでたっても学生ノリが過ぎる 

みんな 30 歳手前だというのに、テキーラをタワーにして注ぎ始め、 

その受け皿で一気飲みをし始めた瞬間、、本当にひきました        

わたしは仲のいい友達を連れて行ったのですが、その子に対して本当に恥ず

かしくなりました。。 

せっかく可愛くて気立てのいい子を連れて行って、友人の顔を立てたのに

      

ろくに楽しませようともせずそんな調子で飲んでいたので心底がっかりし

ました。 

 

③コスプレの女の子達を褒めない 

えっと、、ありえますか！？         ♀笑 

そもそもコンセプトはハロウィンパーティで、「仮装してきてくれたら嬉し

い！」と何度も言っていたにもかかわらず、実際にコスチュームを着ている

女の子のことを全く褒めていなくて、びっくりしちゃいました。 

そんな様子を目の当たりにし、わたし達はカバンの中の衣装を出すことなく
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すっと帰りました、、。 

 

ちなみにその次の日、T.school のレッスンがあったのですが、 

仮に、生徒さんたちと飲んだほうが 100 倍楽しいだろうな〜と思ってしまい

ましたよっ！！      

＊笑顔、リアクション、隙あらば褒める＊ 

本当に大事ですね！！！ 

この流れで、そのうち、逆に楽しかった飲み会の特徴も配信させていただき

ますね      

 

いつも、お読みいただき本当にありがとうございます         ♀♡ 

 

ではでは、おやすみなさいです。 

 

 

 

2019.10.30 水曜日 20:00   

 

みなさんこんばんは！隊長です！ 

今日は友達が働いてる歯医者さんでホワイトニングをやってきました！！ 

いつも行ってるホワイトニングよりも強いのか、めっちゃ痛いです！今もジ

ンジンしてます！めっちゃ痛い！笑 

結婚式まであと 4 日なので、色々痛い思いをしながら頑張っております。。 

 

さて、私はツイッターをやってますが、そこによくコメントをくださる方が

いるんですね。 

コメントは嬉しいのですが、どうもイラつくんです。何かイラつく。。 
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絶妙にムカつく事を言ってくるんですよ！ 

多分本人はそんなつもりはなくて、普通にコメントをしてるんだと思うんで

す。 

これは LINE でもよくあることで、ほんのちょっとの言い方一つで相手を怒

らせてしまうことがあります。 

 

例えば、なんでも語尾に「笑」を付ける人がいます。 

多少、冗談を言ったり、面白い話題なら OK ですが、なんでも笑いをつける

とムカつくんですよ！笑← 

 

あと、笑ってなくてもなんていうか…女心を全く理解してないコメント？は

危険かもしれません。 

 

例えば、「明日結婚式なのにニキビできちゃった！」という嘆きに対して「や

らかしたね。」というコメント… 

 

めちゃめちゃダメです！！ 

 

模範解答は「えー！！それは泣けるね       まぁメイクするし見てる側は気付

かないんだろうけど…でも絶対ドレス姿可愛いし、写真楽しみにしてるよ

ー！！」 

 

とかですかね。 

 

「やらかした」という言葉は、「悪い事をした」というニュアンスを感じる

ので、綺麗でいるためにすごい努力をしているにも関わらずニキビが出来て

しまったこの絶望的な悲しみの中でそのコメントを読んだら、怒りで暴れた



196 

 

くなります。 

 

女性の努力に対して、適当に返事はしない方がいいですね^_  ̂

 

「気持ちはとてもよくわかる」という事と「でも世界で一番可愛いよ！」と

いう事を伝えると無難に喜んでもらえると思います！ 

 

女性はほんの少しの言葉の使い方にとても敏感な人が多いです！ 

 

よく考えてからコメントしてくださいね(^^) 

     隊長      

 

 

 

2019.11.02 土曜日 20:43   

 

こんばんは    まほです。 

実は今日はラスト 32 歳です✨笑。明日から 33 歳ですー！そんなこんなで

もう 11 月ですね！ 

 

【可愛いの言葉】 

さて、昨日地元の友達と夜ご飯を食べていたのですがこんな話になりました。

『やっぱりいつまでも可愛いって言われたいよね！』と。この友達実は離婚

経験があり今は彼氏がいる状態です。元旦那さんは優しかったけど、可愛い

と全く言ってくれなかったそうなのです。逆に今お付き合いしている彼は長

年の付き合いでも最初と変わらず、可愛い可愛いと言うそうです。 
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女性は可愛い、綺麗、と言われれば言われるほど美しくなる生き物だと私は

思います。 

 

きちんと、伝えていますか？ 

 

『そんな、もう言わないよー』 

 

なんて言わずに言ってみて下さいね✨ 

 

【写真を送っているのに…】 

今私は、ある男性に恋愛相談をされているのですが相談 LINE をしながらも

この人ダメだな…と思ってしまうことがありました。その方は相談しつつ、

たまに私に話しを振ってくるのですがそのわりに私の発言はスルーして自

分の話題にしてしまうのです。たまに話題が脱線し流れで日常の写真などを

送ったりしても、全てスルーして自分の相談ネタにすり替わります。笑。自

己中なのかな？と思ってしまいました。そういう方の恋愛相談はだいたい一

方通行なパターンが多いです…。恋愛で悩んでいても自分の世界に入りすぎ

ず周りをきちんと見るようにみなさんは気をつけて下さいね             

 

【新しい映画館】 

これはデートにどうかな？という話題です。めちゃくちゃタイムリーなので

すが、たった今サンシャイングランドシネマの 4DX で映画を観てきました。

ご存知の方も多いと思いますが、私が観てきたスクリーンは 3 面で、椅子も

動いて、風も吹いたり、香りが漂ってきたり、水がかかったりもはやアトラ

クションのような仕様でした！映画館も新しく綺麗でした。映画館デートで

もちょっと楽しい体験ができるので、ぜひデートネタに使ってみて下さい♪ 
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今日は 3 ついろんな話題でお送りしました。 

また次の配信まで情報収集がんばります♪ 

まほでした     

 

 

 

2019.11.03 日曜日 20:03   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

3 連休中日、いかがお過ごしでしょうか？♡ 

今日はなんと･･･我らが隊長の結婚式でございました！✨ 

とっても良いお式＆披露宴でした！！ 

隊長、とっても綺麗だったな〜     

私も結婚したいです。笑 ←もはや、そう言ってるだけ説が出てしまってい

ますが。笑 

 

さて。最近、映画を観て来ました。 

映画って、デート感でますよね      

 

最近というか、わたしは結構よく映画観ます！ 

 

先日観たのは「蜜蜂と遠雷」、その前は「ハローワールド」、その更に前は「天

気の子」です。 

ミーハーなのがバレますね。笑 

 

でも、ミーハーって悪いことじゃないと思うんです！！ 
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アンテナを張っていて「もうすぐこんな注目の映画が始まるんだ･･･」と 

なんとなく心に留まっているだけで、お食事デートの際に「そういえばもう

すぐあの映画やるよね！」と 

簡単に 2 回目に繋げたり出来ますよね                 

もちろん、好みのすり合わせも大事なので、事前にどのような作品が好きな

のか、以前観た作品が何なのかなど、事前にな流れでチェックできているか

らこその誘い文句ですが      

 

女性は特に、そんなに興味が涌いていなくても「おもしろそうですね！」と

とりあえずいいリアクションをする可能性もあります。 

その場合はいざ日程調整の段になると反応がよくなくなってしまうことが

多いので、好みのチェックはかなり重要です！        

 

そして、いざ映画に行くことが決まったら、絶対に予約をしてください

ね！！ 

人気映画は特に、突撃だと普通に満席になってたりしますので！ 

今の時代、予約が当たり前になりつつあるんだなぁと実感します。 

 

ちなみに個人的に次は、「マチネの終わりに」が観たいです･･･      

ではでは、おやすみなさいです。 

 

 

 

2019.11.06 水曜日 10:30   

 

おはようございます☀ 

結婚式を終えてまた遠距離生活をしております、隊長です(^^)！ 



200 

 

結婚式は、相手の親族や仕事仲間、友人と一度に会える機会なので、改めて

夫が歩んできた人生を確認できるというか…人間性を確認できるというか

…そういう良い機会でもありますね(^^)✨ 

 

自分の交友関係を再確認する機会でもありました！！！ 

 

すごく仲が良いと思っていた友達が簡単な理由で来てくれなかったり、「こ

の人の事、私は好きだからきてほしいけど、どうだろう…      」って友達が

すごく予定を調整して駆けつけてくれたり… 

 

傷ついたり喜んだり、色々な感情に襲われてニキビができます。← 

 

でも、駆けつけてくれた友達の事は一生大切にしよう！！って心から思える

し、本当に…良い機会でした！！笑 

 

もう入籍してるけど式はしないって方、相手はいないけど結婚したい！って

方、色々だと思いますけど、結婚式はした方が良いよって思います！！ 

すごくお金がかかるし、準備も大変なので、やらないって声もよく聞きます

が、やっぱり大切な人たちの前で永遠の愛を誓う事でかなり覚悟ができるの

ですよ！ 

この人を一生愛するんダァアアアア！！と。笑 
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はい。 

という事で今日の配信は、結婚式のススメでした！笑 

 

お祝いコメントを下さった方、ありがとうございます     

これからもよろしくお願いします✨ 

 

     隊長      

 

 

 

2019.11.09 土曜日 08:02   

 

みなさんこんにちは      まほです！ 

最近は楽しい予定を詰めすぎの忙しい日々でした。ある意味ハッピーな 

悩みですよね笑。 

 

さてさて、先日会社の女の子とランチに行きました。社内に気になる男性が

いるという女性の悩みを聞いていたのですが、そこで気になった話題が『一

緒にご飯にいっても共通の話題がなくて会話に困る…』との内容でした。 

 

共通の話題がないから一生懸命探すと大変。。そう思う方多いかもしれない

と思うのですが、共通の話題がないこそ最大の会話のチャンスだと私は思い

ます…！ 

 

もちろん共通の趣味や話題があれば盛り上がりやすいです。それも大事です

が、共通がないときはそれこそいつも言っている興味を持って質問だと思い

ます！今まで知らなかった分野を自分の話で興味をもってくれたら嬉しい
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ですよね！私自身を例にすると、例えばお化け屋敷好きなんだと色々話した

後、『行ってみたいです！でも 1 人じゃ自信ないし是非まほさんと一緒に行

きたいです！色々教えてください』なんて言われたら凄く嬉しいし連れてい

っちゃいます笑♪ 

 

共通の話題はお互い既に知っている 1 つの話題ですが、共通の話題がない場

合はお互いに知らない話題が 2 つということになります。 

 

無理に探さず、知らないことを恐れずに会話を楽しめれば相手も自然に楽し

くなるはずです。 

 

無理に合わせずに、合わない部分を新たな発見として楽しむ気持ちを持ちま

しょう(^^) 

 

ではこのへんで！ 

まほでした⭐ 

 

 

 

2019.11.09 土曜日 20:08   

 

こんばんは        

女子部のきよみです。 

普通の OL（ちょっと繁忙期）としてはやはり、土曜日はひたすらにテンシ

ョンがあがります♡        

みなさん、いかがお過ごしですか？(  ́   `*) 

 



203 

 

さて！！ 

今日は、もらって嬉しい、デートやお食事会後の LINE についてお話してみ

ますね             

   

①タイミング 

基本的にはこちらから送らねば！と思っており、それより先にいただいてし

まった場合ちょっと焦ります。笑 

でも、もちろんそれはそれで嬉しいです      

 

どちらが先か後より、当日中に取り急ぎでもいいので送ることをおすすめし

ます！ 

なぜなら、当日なら送れる「気をつけて帰ってね！」の一文がとっても嬉し

いからです           

次の日になる場合も、「無事帰れた？」と、心配している感じを出すといい

と思います✨ 

 

②個々へのカスタマイズ 

特にお食事会後って大体、 

「今日はありがとうございました。楽しかったです。また飲みましょう！」

の定型文になるかと思います。 

「またこれね。」と思いながら、わたしもほぼ同じ文章を送ります。笑 

 

でも、内容としてはそれ（お礼/感想/次に繋げたい）でいいんですよね！ 

あとはどれだけ個別にカスタマイズできるかだと思います      

 

お食事会の場合は、こんなの嬉しいですね！ 

「今日はいろいろ気を遣ってくれてありがとう。ちゃんとご飯食べれてない



204 

 

よね？！今度はゆっくり美味しいもの食べませんか？」 

（ちゃんとその子の動きを見ている上でのコメント） 

 

デートの場合は、こんなのとか。 

「今日はいろいろ話せて楽しかったよ、ありがとう。〇〇の話、今思い出し

ても笑えるわ・・・笑 死ぬ前の日に食べたい物も教えてもらったし、美味

しい鍋のお店探しとくね。」 

（話したこと、個人的なことをちゃんと胸に留めている上でのコメント） 

 

ワンオブゼムだなぁ、とか、この定型文、1 分で打ったんだろうなぁなどと

は思わせちゃなりません           笑 

 

③プラスの感情表現 

「今日は（も）楽しかったよ！」と送りがちですが、 

ときには、「タイミング逃して直接言えなかったんだけど笑、今日の格好め

っちゃ可愛くて実はドキドキしてた！」とか、 

「〇〇ちゃんと過ごすと本当に癒されるよ〜」とか、 

「〇〇ちゃんおもしろすぎて時間が経つの早くて困る」とか･･･ 

「楽しかった」以外の、プラスの感情や感想が送られてくると、ドキッとし

ます♡ 

 

こんな感じですかねー！ 

また、何か思い出したら配信させてくださいっ        

 

ちょっとの工夫で、相手の印象に残る LINE となるはずです           

もしよかったら意識してみてくださいね♡ 
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ではでは、おやすみなさいです〜！      

 

 

 

2019.11.12 火曜日 12:05   

 

みなさんこんにちは！隊長のまみりんです(^^) 

ここ数日は新居を建てるにあたって土地を探さなければ！ということでネ

ットにへばり付いて土地を見ています。笑 

 

さて、最近は「彼女が出来ない」という相談よりも「彼女が出来たけどデー

トはどうしよう！」とか「プロポーズはどうしよう！」というような相談が

増えてきて、本当に嬉しく思っています(^^)✨ 

 

プロポーズは、ちゃんとした方が良いですし、婚約指輪もプレゼントすべき

と思います！ 

指輪に何十万もかけるなら他の物が欲しい！みたいに言う女性もいますが、

「プロポーズなんて要らない」というのは聞いたことがないですね。プロポ

ーズされずに結婚した女性がずーっと「私、プロポーズされてないんだよね」

と言い続けているのはよく見ますが。笑 

 

ということで、プロポーズは絶対必要！ 

そして、指輪ですが…お金が勿体ない！！という女性も、ただ現実を見てる

だけでお金がたくさんあるなら欲しい…という気持ちがある場合は多いで

す。 

 

お金に余裕のある人は当然買ってください。 
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お金に余裕の無い人も、気持ちだから！ということで数万円のものでいいで

す、買ってあげたら喜びますよ。 

何十万もするブランドの指輪も、ブランドを取ったら数万円です。笑 

 

あと、好みのデザインじゃなくてガッカリした！！！という事も多々ありま

す。 

「「パカっ     」結婚してください！」 

は憧れですが、デザイン面でリスクがあります。笑 

 

心配な場合は、108 本のバラの花束でプロポーズし、「好きなデザインのも

のを買ってあげたいから…」と言って後日一緒に買いに行きましょう

(^o^)！ 

 

プロポーズの仕方は、彼女の性格をよく考えてください。 

みんなの前で盛大にされたい！という人と、2 人っきりの場所でひっそりと

されたい！という人…判断を誤ると大変です。笑 

 

悩んでる方はぜひ相談してくださいね！一緒に作戦を練りましょう！！ 

 

それではまた⭐ 

     隊長・まみりん      

 

 

 

2019.11.13 水曜日 21:32   

 

こんばんは♪嵐のニノが結婚発表されましたね！最近結婚式が周りで続い
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ていたり、好きなアーティストが結婚発表したりハッピーな事が続いている

気がします。この明るい空気に自身もあやかりたいと思ってます笑。 

 

さて、きよみちゃんやまみりん隊長が大変タメになる配信をしていましたよ

ね♪色んな視点から物事を考えるのは大事です。   

 

今回はたまに見かける、ムム？と思う出来事を話したいと思います。 

 

好意を寄せる方がいたら、自分の存在をアピールしたり仲良くなりたいと思

いますよね…！ 

そんな相手には自分の事もよく知ってほしくなります。そんなときマイナス

アピールに気をつけましょう…！男女関係なくたまに見かけるのですが、好

意を寄せる方が複数人の集まりで他の人と仲良くしている姿をみて勝手に

不機嫌になり「どうしたの？元気ないの？」待ちをする様子。また突然に重

い話（過去のトラウマや仕事のコメントしずらい悩み）をラインなどでする

様子。もちろんされた側は親身になって悩みを聞いてくれると思います。し

かし、突然重い話をされて魅力を感じる相手になるでしょうか…！悩みや重

い話はお互いの気持ちが通じ合ってからしても遅くないと思います。それか

らの方が絆は深くなったり支えたい…という愛情も生まれるのでは…と思

うのです。 

 

定番ですが、明るく笑顔な楽しい人、これは鉄板の魅力的な人物像です。好

きな人に気にしてほしいからといって、マイナスな部分を出して逆効果にな

らないように気をつけましょう！ 

 

まほでした♪♪ 
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2019.11.15 金曜日 20:15   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです     

普通の OL（引き続き繁忙期）のわたしは、 

金曜日の夜が最高に好きです。笑 

 

1 週間頑張って仕事をして、 

ウィークエンドに向かうこの瞬間、何にも代え難いですよね       ♡ 

なんなら、金夜のお酒のために生きてる節もあります。笑 

 

実はこの前、まほちゃんがそんなわたしに素敵なプレゼントをくれました

      

旅行のお土産とのことだったのですが、「Friday」とデザインされた、ハン

ドクリームでした❣ 

 

「きよみちゃん、金曜日好きでしょ」と言ってくれたんです       

 

旅行先でわたしの好みを思い出してくれたなんて、、、！心がポカポカしまし

た       

たとえばちょっとしたプチギフトでもお土産でも、ぜひ、「あの人はなにが

好きだっけ、、、」と考えてみてください(^^) 

 

もし思い浮かばなかったとしても、その興味が湧けば、次回会ったときなど

に、好みを探ろうとできると思います♡ 

 

決して高いものである必要はありません     秋の行楽シーズン、ぜひお土産
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上手になってくださいね        

 

迷ったらぜひご相談くださいませ！ 

 

ではでは、わたしは飲みに行ってきます             笑 

おやすみなさいです〜！ 

 

 

 

2019.11.17 日曜日 20:54   

 

こんばんは！曜日感覚を失いつつある隊長です！ 

 

みなさん、今色んな状況だと思いますけれども、恋愛においてすごーく重要

なポイント！夜の営み！！ 

ここに踏み込めないとか、一夜過ごしたものの、その後連絡が取れなくなっ

たとか…あると思います。 

 

まだそこまで好きな気持ちが無くても、ステキな夜を過ごせたらメロメロに

なったりしますが、逆に！逆に！すごーく好きだったのに夜が微妙だと一気

に冷めたりします…。 

 

女性にとって夜の営みはめっちゃめっちゃ重要な要素になります！！ 

ここが合わないとレスになっちゃって不倫などの原因になってしまいます。 

 

これに関しては、意外と経験がモノを言う事ではなくて、相手への思いやり

がある人の方がステキな傾向があります。 
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下手に経験がある人は、下手くそなのに女性の名演技によって「俺めっちゃ

ブイブイ言わせてるゼェ！！」と勘違いしたまま経験だけ積んだ残念な男性

が大変多いです。。 

 

AV を鵜呑みにせず、相手の様子を見ながら色々と試してみてください。 

女性のカラダは一人一人違います。 

どこが良いとか、どういうのが良いとか、 

みんな違うので、経験にたよらずに新たな気持ちで挑んでみてくださいね

     

 

楽しみましょー！！！ 

    隊長・まみりん     

 

 

 

2019.11.20 水曜日 15:29   

 

こんにちは、まほです♪すっかり肌寒いですね…       ではでは今回も気にな

ったポイントをお伝えしていきます。 

 

【爪の清潔感】 

会社でも飲み会や職場などの場でも、男女問わず、指先、爪は無意識に視界

に入ってきます。きちんと長さは短く清潔感があるか、土やゴミなど挟まっ

ていないか…ダメな状態ほど目についてしまうのできちん整えましょう。た

まに小指だけ伸ばしている方を発見します、あれは女性陣からするとかなり、

ン？となるので絶対しないようにして下さいね！ 
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【いつも気を抜かない】 

会社だから、少し出かけるだけだから…気を抜く言い訳は沢山ありますが、

気を抜かずに頑張ってみるのをおススメします。私は会社にどんな時でもフ

ルメイクで服装もきちんとしていきます。そうしていたら『まほさん、いつ

もきちんとお洒落していますよね！』と言われました。周りが気を抜きやす

い場では、本当は当たり前な事、きちんと身だしなみをするだけで好印象を

持たれます。 

 

【練習お洒落】 

また、1 人で出かける時ほど試してみたいファッションや新しく買った服や

コーデにチャレンジするチャンスです。ここぞという時の練習になります。

新しい服も身につけて街を歩いた感じを確認したり窓に写った自分をチェ

ックできます。これは結構おススメなので試してみて下さいね！ 

 

みなさんの参考になれば、嬉しいです✨ 

では今から私は   温泉に行ってきますー♪ 

次回もお楽しみに(*^o^*) 

 

 

 

2019.11.21 木曜日 20:05   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

 

昨日から今日と、まみりん隊長やまほちゃんたちと温泉に行ってきました♨ 

平日に有給を使ったことであしたの仕事の溜まり具合が怖いですが笑、本当
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に楽しかったです。素敵なリフレッシュでした♡ 

 

たくさんの女の子たちと一泊過ごして思ったのですが、、やはり女子って基

本的におしゃべりが大好きですね！！ 

再確認になりました        

なんなら噂話なども好物です。笑 

 

しかし、同時に聴き上手であることも多いんですよね、、！！ 

 

本当はおしゃべりがしたくてたまらないのに、聴き上手なあまり、ずっと聴

き役に回ってるケースがあったりします。 

もしよかったら、次のデートの際など、相手が楽しそうにおしゃべりできて

いるか意識してみると良いかもしれません♡ 

 

もちろんわたしみたいに話を聴いていたいタイプもいるので一概には言え

ませんが、 

それでもやはり、相手の話が聴きたい！あなたに興味があります！と言った

姿勢を見せるのはとっても大事なことだと思います。 

 

話すのが苦手な子だとしても、その気持ちは伝わると思います♡ 

 

ではでは！ 

また次回をお楽しみにです     
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2019.11.23 土曜日 20:11   

 

こんばんは！隊長です！ 

イタリアに来ましたよ！イタリア人男性が全員イケメンで驚いてます…。笑 

 

さて、先日はお医者さんたちの会合にお邪魔させていただいたんですが、す

んごい好みの顔をした方がいらっしゃってたんです。笑 

そして、本人に伝えました！タイプですって！正確には隣の人に伝えたら光

の速さで本人に言われました。口が軽すぎる！笑 

 

そしたら本人から「僕もタイプですよ^_^」って返されたんです！そんな訳

ないのに！！ 

でも、まんざらではないわけです。結婚してなかったら一旦デートしてもら

ってましたね。。笑 

 

ちなみに他のお医者さんたちも、「めっちゃタイプですよ！可愛すぎる！！」

とか平気で言ってきます。チャラいです。 

でも嬉しいんです。 

 

「こんな事言ったらチャラいと思われるのではないか…」みたいな悩みは、

「チャラいねー！」と頻繁に言われるようになってから考えてください。 

 

まずは表現！！どんどん表現してくださいね！！ 

     隊長・まみりん      
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2019.11.26 火曜日 09:59   

 

みなさんおはようございます！ 

お天気が雨続きで肌寒いですね…体調管理にお気をつけ下さい     ☂ 

 

さてさて       

昨日私は最近私の周りで話題の【マーダーミステリー】というコンテンツを

初体験してきました！人狼や脱出ゲームとも違うもので、参加者は渡された

台本の登場人物になりきって物語を進めていきます。例えば事件の犯人だっ

た場合は隠さなきゃならないし、探偵だったら登場人物達に話を聞き周り、

事件の真相を解明しなければなりません。 

 

役になりきるので、初対面でも家族の間柄なら家族らしく話さなければなら

ないし、仲が悪ければ仲悪そうにしなければなりません。 

 

役になりきり、没入するほど楽しめるゲームでした！ 

 

スクールにいらっしゃる生徒さんや LINE@で話す皆さんの中にはよく、異

性や人と話すのが苦手だと言う方がいらっしゃいます。話す練習として、こ

ういうコンテンツに参加してみるのも楽しみながら練習できるんじゃない

かなと、昨日参加しながら思いつきました笑       

 

初対面でも絶対話さなきゃならない場に自分を置いてみるというのも挑戦

のひとつだと思います！もちろん大事な方やアプローチ中の方がいたら一

味変わったデートにもオススメです         

 

昨日ちなみに、私は 8 人でマーダーミステリーをしましたが誘ってくれた 1
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人以外の 6 人は初対面でした        もちろん緊張はしますが、帰り道は高揚

していて自分の刺激になったんだなぁ、楽しかったんだなぁと思いました。

いくつになっても日々何かしらの刺激を受けて生きていきたいですよね✨ 

 

今回はなんだかゲームの紹介みたいになってしまいましたが、是非チェック

してみて下さいね✨ 

まほでした     

 

 

 

2019.11.27 水曜日 20:05   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

今週は、出張でギリシャに来ています        

ギリシャ語が全くわからないだけでなく、彼らの話す英語さえよく聞き取れ

ず死にそうになっていますが、、元気にやってます      笑 

 

さて、今日は僭越ながら 

時差を超えて毒を吐きたいと思います         ♀笑 

 

仕事をしている中で、他者にリスペクトを持たない偉そうななおじさんが

度々出現します。笑 

 

権力者とか、大事なお客様にはひたすらペコペコしますが、取引先の年少者

や部下には一瞥もくれなかったり、大きな態度を取る感じの。。 

このタイプの方々は高確率でレストランやホテルのスタッフさんに対して
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も横柄な態度をとりますね。。 

 

そういう生き方は損じゃないのかなぁ、と思います。 

絶対モテないと思います        

 

と、ここまでは普通にあたりまえだと思いますが、 

問題は、偉そうにしているつもりはないのにそう見えてしまっている方で

す！！ 

 

笑顔がなかったり、忙しいからなのか人によっては素っ気ない態度になって

しまったりすると、そのように見えることがあります。。 

 

逆に、地位や権威があったとしても、自分から笑顔で挨拶してくれる方など、、

もう本当に頭が下がりますね。。 

尊敬が増しますし、本当に格好良いです       ✨ 

我々の先生はそういう方だと思います(  ́   `*) 

 

難しいところですが、何かの参考になれば幸いです         ♀ 

 

ではでは、また次回をお楽しみにです     

おやすみなさい        

 

 

 

2019.11.29 金曜日 20:00   

 

こんばんは！隊長です！ 
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イタリア→スペインからの帰国いたしましたー(^^)✨ 

 

イタリアよりスペインの方が料理美味しかったです！ 

世界三大料理はフランス、トルコ、中国ですよね？ 

次はトルコ行ってみたいなー✨ 

 

さて、この度の新婚旅行はツアーに参加したため、他の新婚さんたちと一緒

に行動していたわけなんですが… 

せっかくだから他の新婚さんたちとも交流して楽しい旅が出来たら良いな

ー！と人見知りには珍しい事を考えたので、周りの方々に声をかける運動を

してみました。笑 

 

その際、笑顔で質問返しをしてくれてフレンドリーな方と、こちらの質問に

だけ最低限の返答(真顔)をしてくれる方とで分かれまして、まぁいいんです

けどね、新婚旅行なんだから二人っきりの世界に入ってもらうのは。 

でも、そしたらツアーには参加しない方がいいような… 

 

つまり私は思ったんです！ 

 

自分の彼女にだけ優しいけどその他の人々には無愛想な人ってどうなの

よ？ 

 

特別扱いはもちろん大切ですが、誰にでも優しくて愛想がよく、多くの人か

ら好かれる人の方が魅力的だし、自分の夫(彼氏)が周りから好かれている様

子を見ると誇りに思います(*^ω^*) 

 

逆に周りから嫌われてると「え、この人大丈夫かな？私まで変な奴だと思わ
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れないかな？」と不安になります。 

 

「彼女にだけ好かれれば良いんだ！」 

という気持ちは分かりますが、女性は男性を見るとき、周りからの評判を気

にする事が多いです。 

 

恐ろしいくらい細かくリサーチする人もいます！ 

 

急がば回れ(？)ですので、まずは万人ウケを狙って行きましょう✨ 

 

いつでも笑顔       

 

ヨーロッパの人々はよくウインクしてきます。笑 

     隊長      

 

 

 

2019.12.03 火曜日 20:10   

 

みなさん、こんばんは       

女子部のきよみです。 

 

気がつけば 12 月ですねー！！❄ 

12 月はどうしても、なんだかバタバタしちゃいますよね。 

コミュニティ毎に忘年会があったり、お休みを取ったり、 

挨拶回りをしたり、大掃除をしたり、年賀状用意したり。。 
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もし気になるあの子をお食事に誘いたい場合は、 

今月は特に、早目早目のアクションが吉ですね！！！        

 

今の時期にお食事に誘うのなら、打診しやすい文句がありますよ？      

 

①寒くなってきたから・・・ 

こちら枕詞としてかなり万能選手です。笑 

基本形は《寒くなってきたから、あたたかいものでも食べに行かない？》で！ 

お鍋、チーズフォンデュ、おでん、牡蠣、ブリ、熱燗、など･･･ 

お好きにアレンジしちゃってください            

 

②クリスマス気分で・・・ 

こちらも使えますね。笑 

《クリスマス近いし、シャンパンで乾杯しようよ！》的な要領で！✨ 

チキン食べたいね、あえて焼き鳥にしない？とか、 

たまにはケーキでも食べようよ、とか、そんなのも素敵ですよね〜          

 

③ボーナスも入ったことだし・・・ 

こちらもシンプルに、です！笑 

《ボーナスも入ったことだし、ちょっといいもの食べにいこうよ！        》 

みたいな感じだと、ちょっと雰囲気のあるお店にも誘いやすいですね。 

 

季節感って、とってもありがたいです！✨笑 

 

こんな感じですかね･･･      

また思い出したら配信させてくださいっ        
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ちなみにわたしは来週仕事で香港に行くはずでしたがデモの影響で中止に

なり、まるっとひまなので、 

ゆっくりお鍋でも食べにいきたいところです。。笑 

 

みなさんの 12 月がさらに充実しますように      

ではでは、おやすみなさいです〜！ 

 

 

 

2019.12.04 水曜日 20:54   

 

こんにちは、まほです♪東京は雨ですね       寒くなってからの雨はしんどさ

が増しますね…      きよみちゃん、まみりん隊長が外国からのお話を配信

していて良いなぁ…なんて思いながら私は日本そしてオコタの中からお送

りしております   笑。 

 

この間、恋人、友人、親戚など自宅に遊びにおじゃまする際のマナーについ

て TV で紹介されていました。例えば【15 時に家に】の場合、実際何時に

行くかというものです。答えは 15:10〜15:15 位に訪問するのがベストとさ

れていました。男女に置き換えて女性の自宅に行く場合で説明しますと、迎

える側は掃除をしたり身支度をしたり意外とバタバタしてしまうものなの

です。10 分少し余裕があるとだいぶホッとします笑。なのでもしそういう

場合は少し遅れて行くようにしましょう！ 

以前、職場の友人が何人か遊びにきた際にある男性が『1 時間早く来ちゃっ

た！もう行っていいですか？』と連絡がきました。かなり迷惑すぎました。

『まだ部屋も掃除途中だし、顔もできてないよー』と言うと『大丈夫です！

気にしません！』と言われましたが、こちらが気にします。こんな事になら
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ないように気をつけて頂けたらと思います。 

 

また加えて男性が自宅に来た際に気になったことを幾つか紹介します。これ

は女子会でも同意を得られた項目です。少し気にしすぎる性格なのはご了承

下さい…！ 

 

【手を洗う】 

自宅に来てすぐこちら側からは、手を洗って！とはなかなか言えません。『外

から来たから手を洗わせて下さい〜』と言って貰えるとかなり嬉しいし清潔

感もあります。 

 

【リュックや荷物をソファーやベッドにおく】 

見ていると、女性より男性は外で床や地面に直置きするのを気にしませんよ

ね。電車やレストランなどですぐ床に置いちゃう方良くみます。その荷物を

自宅に来た際に綺麗にしているソファーなどの上に置かれるとうわああぁ

と内心なります。。あまり気にならない場所に置いたり配慮していただける

と嬉しいです。 

 

【足臭くないか】 

居酒屋の靴をぬぐタイプのお店でも言えますが、臭くないか、気になる方は

ここぞという直前に靴下を履き替えたりするくらいの気持ちで気をつけま

しょう。 

 

年末にかけて、寒い分ホームパーティーや飲み会、おうちデートなども増え

てくると思います。今日紹介したことを心の片隅において…！楽しい時間を

過ごしましょう(^^) 
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ではこの辺で☃まほでした        

 

 

 

2019.12.06 金曜日 20:00   

 

こんばんは！ 

お酢大好き隊長です     

福岡-東京の往復生活なので、アルバイトも決まらず、料理ばかりしてます

…。 

 

さて、最近いただいたご相談で興味深いものがあったので皆さんにもお話し

しますね！ 

 

「彼女に『友達を紹介したい』と言われたが、これはどういう心理ですか。」 

 

というご相談でした！ 

 

これは彼女からすると、私の自慢の彼氏を大切な友達に紹介したい！彼氏に

私の友達を紹介して、もっと私の事を知ってほしい！ 

こんな気持ちな事が多いです。 

 

彼女の友達からすると、大切な友達を守れるいい彼氏なのか一回チェックし

なきゃ！！ 

という気持ちがあると思います。笑 

 

もっと純粋に「友達の彼氏だから友達にならなきゃ！飲もう！」というだけ
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の人もいると思います。 

 

どんな想いであれ、自分の友達に紹介するということは、彼氏と真剣にお付

き合いしているということなので、前向きに捉えていいでしょう。 

 

※例外はあります 

 

そこで悩むのは友達への対応と、友達の前での彼女への対応ですね？ 

 

これは難しい女心があって、説明も難しいのですが、 

基本的には友達の事もいつも通り褒めていいです。 

が！容姿についてあまり褒めると彼女の機嫌を損ねます。 

しかし彼女から「私の友達！可愛いでしょー？    」というトラップが仕掛

けられる場合もあります。 

そんな時は「そうだね、類は友を呼ぶからねー！」などと彼女を含めて褒め

ればどちらにも好印象です^_  ̂

 

友達へ、興味を持って質問はどんどんしてください！しかし、友達とばかり

盛り上がると彼女が嫉妬します。 

必ず彼女を巻き込みましょう！ 

あと、彼女がつまらなそうな顔をしたらその話題は終わらせましょう！笑 

 

彼女の機嫌が一番ですが、「友達が楽しんでいるか」というのが彼女的には

気がかりな点なので、彼女の機嫌を取りながらも友達を楽しませるというワ

ザが必要になりますね、大変そう…。笑 

 

話の中心になる自信がなければ、ニコニコと女同士の会話を聞いておくのも



224 

 

手かもしれませんね(^^) 

 

ちなみに、少人数の場合は全額出してあげるのがスマートです。 

が、友達の女性側がお店を用意して、それがなかなかお値段の張る店でお金

に余裕がない場合はキリの良い金額になるように多く出す程度で良いと思

います。一応事前に彼女へ「割り勘して大丈夫かな…？」と尋ねておくと無

難かもしれまへん！ 

 

複数の女性を楽しませるのは大変なことかと思いますが、もしもそういう事

があったら参考にしてくださいね(^^)✨ 

     隊長      

 

 

 

2019.12.08 日曜日 17:32   

 

みなさんこんにちは(*^▽^*)まほです♪ 

 

今日はお休みだったのでゆっくりしています。さてさて、今日はまた日頃に

気になった事を紹介していきたいと思います。 

 

【デート後の LINE】 

デートなどの気になる方と 2 人で過ごした時間のあと、バイバイをしてから

割とすぐ LINE が送られてくると結構嬉しいです。例をあげると↓ 

 

『◯◯さん今日はありがとう！とても楽しくて時間があっという間でした

…笑。それに、普段とまた違う雰囲気で今日の感じも凄く可愛いかったです。
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また良かったら是非近いうちにデートして下さい(^^)帰り道気をつけて

ね！』 

 

こんな感じです。ポイントとしては 

＊今日楽しかったを伝える。 

＊可愛いを伝える、褒める。 

＊また遊びたい意思を伝える。 

＊長文になり過ぎずサラッとする。 

 

です。 

 

長文になりすぎると、内容がどうであれめんどくさいな…という印象が先立

ってしまうので気をつけましょう。 

 

またLINEがすぐ来ると、帰り道も私を想ってくれてるのかな？と感じます。

何もないと、アレ？バイバイしたらアッサリだな？という気持ちになります。

もっと一緒にいたい、惜しまれながらの帰り道というのが女性は嬉しいと思

います。もちろん既に付き合っている間柄でもです。もう手にいれたからと

気抜いてるな？と思われないようにしましょう！ 

 

口下手な方は 

 

『◯◯さんの隣にいると緊張して無愛想になっていたかもしれません…！

すみません（ ;  ; ）次回はそうならないように頑張るのでまた遊んでくだ

さい！』 

 

なんて返し方もアリかな？と思います。 
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【クリスマスなどイベントの日付にこだわらない】 

アプローチ中の男性が『クリスマスの日何してる？もし暇ならご飯にかな

い？』というお誘いをするパターンがあります。女性側も気持ちが向いてい

たら嬉しいお誘いですが、気持ちが向いているかわからない場合にそのお誘

いは『好きでもない人と一緒に過ごすなら友達と一緒にいたいし…』と思わ

れてしまいます。ちなみにこの話題は結構聞きます。まだわからない状態で

クリスマス一緒に過ごしたい場合は一度我慢して『クリスマス、忙しいよ

ね？？その周辺でもし予定が空いていたら一緒にご飯いかない？』とちょっ

とずらした内容でお誘いしてみてはいかがですか？ 

 

もし、空いていて男性と過ごしても良いと思うなら『クリスマス？空いてる

よー！』と教えてくれると思います。クリスマスがダメでも『クリスマス？

もう友達と予定入れちゃったけど前日なら空いているよ』などと返してくれ

るかもしれません。 

 

この誘い方は誘う方も誘われる方もストレスが少ないと思うのでオススメ

です♪ 

年末に向けて忙しい時期ですが皆さんに良い事がありますように✨ 

まほでした    

 

 

 

2019.12.10 火曜日 08:05   

 

みなさん、おはようございます            

女子部のきよみです。 

さむいですね！とにかく寒いです！！❄         
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そんな中、先日久しぶりに男女の人数がイコールの飲み会をやってきました。

笑 

 

男性幹事さんは何度か飲んでいる方で、 

もともとは街中で声を掛けられたという危なっかしい出会いなのですが、わ

たしは結構彼を信頼しています      

 

なぜかと言うと、毎回わたしのことも友達のこともたくさん褒めてくれるし、 

同僚からも好かれていて、誰の発言にもちゃんと大げさにツッコミを入れて

いて、 

テッパンで盛り上がるからです！！！            

 

盛り上がるあまり、必ず飲み⇒カラオケの流れになるのですが笑、 

カラオケも、踊ってくれたり合の手等で楽しませてくれるので、 

普段カラオケは･･･というわたしの友人も躊躇なく 2 軒目まで来てくれます

      

 

何度も同じメンバーで飲んだり、 

その中の方とそれぞれ個別に飲みに行ったりもしていて、 

もはや恋愛的な関係ではないですが、 

それでも女の子として手厚い扱いをしてくれて、とってもありがたいです

         

こういう方でしたら、可愛くていい子を飲み会に連れて行きたくなります！ 

みんなを楽しませたりするのは疲れるかもしれませんし、ただのいい人にな

る可能性もありますが、 

きっといいことも待っていると思います          
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みなさまももしよろしければ、 

身近なところからぜひ【笑顔＊リアクション＊隙あらば褒める】 

実践してみてくださいね          

いつも、結局はこれに尽きますねっ！！     

 

ではでは、今日も一日がんばりましょっ    

 

 

 

2019.12.11 水曜日 20:00   

 

こんばんはー！隊長ですぜ？← 

今週末はスクールがあるので東京に行きます(^^) 

先月は夫に振り回されてスクールに参加出来なかったので、久しぶりです

       イタリアのお土産持っていきます        

 

さて、この LINE@も始まってから 9 ヶ月になるわけですが、どうでしょう？

何か変わりましたか？？ 

 

多分、変わってない方も多いと思います。 

 

LINE を読んだ時には「ああ、なるほどね、こうすれば良いのね」と頭で理

解するのですが、翌日職場で実践…！！する勇気が持てなかったり、忘れて

しまったり、ついクセでいつも通りの行動をしてしまう… 

「まぁ、明日から頑張ろう」 

「好きな人が出来たら頑張ろう」 

「機会があったら頑張ろう」 



229 

 

「今は仕事が忙しいから！」 

 

そんな風にどんどん先延ばしにして、結局何も変化のない自分になっている

方、いるんじゃないでしょうか？ 

 

明日からいきなり陽気に挨拶とかしたら気持ち悪いと思われるんじゃない

か…？ 

 

気持ちはわかります。 

変わるって怖いですよね。未知の世界に踏み入れるのって勇気がいります。 

 

「前の方が良かった」 

 

そう言われる事も、もしかしたらあるかもしれません。 

 

そんな事言われたらショック…！！ 

 

だけど、新しい自分を良いと思ってくれる新しい友達がたくさん増えます！ 

 

自分を決めるのは自分ですよね。 

 

なりたい自分になれば良いんですよ(^^)✨ 

 

ちなみに前の職場で、今まで一切会話した事がないけど気難しいで有名な男

性とエレベーターで一緒になり、「うわ、気まず…」と思っていた時、その

男性が声をかけてきた事がありました！ 

 



230 

 

内容は普通の世間話だったので、もはや忘れましたが、「え！？この人笑顔

になる事あるの！？話しかけてくる事あるの！？」 

と、超ビックリ仰天だったのですが、その人の印象は一気に変わり、「気難

しい怖い人」→「案外良い人。話しかけても大丈夫」 

になりました！ 

 

話した事がなくても、勇気を出してたった一言声をかけてみるだけで、印象

はガラッと変わるんです！！ 

 

相手によっては、一度声をかけて以降は気軽に向こうから話しかけてくれる

ようになったりしますよ(^^) 

 

まずは職場の人気者(マドンナ的な意味ではなく、キャラで！)に声をかけて

みると良いかと思います！ 

人気者は人当たりがよく、誰とでも仲良く話してくれるのでハードルが低い

上に、運が良ければネットワークを拡げる手助けをしてくれます(^^) 

 

人気者は飲み会の幹事または権力者である事が多いので、飲み会にも誘って

もらえたりしてチャンスが広がります✨ 

 

あと、どうすれば人気者になれるのかを近くで観察する事ができますね

(°▽°) 

 

勇気があれば、変わる事は思ってるよりも容易いはずですよ☆彡 

 

ファイト一発！！ 

     隊長      
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2019.12.14 土曜日 10:57   

 

こんにちは♪まほです。今日は関東、晴れていますね〜やはり晴れの日は気

持ちが爽やかになりますね(^^)最近突然、吉本坂 46 にハマりだしました笑 

 

さて、この間 LINE@で頂いた相談の中で改めてお伝えしたいなと思った事

がありました！ 

 

女性は準備時間が掛かるという事です。当たり前に分かっている事だとは思

いますが、改めて、です。女性にもよりけりですが、身なりを気をつけてい

るならば男性の 3 倍以上は時間が掛かります。 

 

『休日にランチにいきましょう』 

 

というアプローチ中の女性に対するお誘いは、昼間だし健全！という印象も

ありますが休日を奪われてしまうし、合わせて準備時間を考えて結局早起き

…なんてことになります。12 時に待ち合わせとなったら、私の場合は 8 時

半起きです。だから女性だけの遊びってランチでも 13 時や 14 時が多かった

りするんです。お茶時間からとか。 

 

わたしは休日ランチよりは仕事後のご飯のほうが何ともまだ感情が沸いて

ない男性に対しては行く気になります。お仕事がえりに行けるからです。 

もちろん好きな男性なら休日いくらでもお出かけしますけれど！ 

 

なのでアプローチ中の女性をお誘いする場合は時間やその女性の大事な休

日を使ってもらうという事を忘れずに気遣ってあげて下さいね✨ 
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今日はスクールの日ですね！ 

後ほどお会い出来る方は楽しみにしています！ 

まほでした         

 

 

 

2019.12.15 日曜日 20:14   

 

みなさん、こんばんは            

女子部のきよみです！ 

 

本日わたしは、社員旅行に参加しています        

行き先は･･･宮古島です☀ 

つかの間の南国ライフを楽しんでおりますよ( ̂ ω  ̂) 

（上司と昼間からだらだら飲んでいるだけ。笑） 

 

さて。いよいよ、もうすぐクリスマスが近づいてきますね                

みなさんはどのようにお過ごしですか？✨ 

 

今年から 12/23 が祝日ではなくなる⇒連休でもなくなる⇒わたしの中では

全然特別感がありません       笑 

ゴリゴリの平日ですしね。 

とりあえず自分へのクリスマスプレゼントに、既に Nintendo Switch を買い

ましたが。笑 

 

逆に、年末年始は日並びが良いので 

お休みが長い方も多いのではないでしょうか？      
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今が年末年始の予定を聞くには最適のタイミングですし、結構暇している方

も多いと思われます！ 

ということで、ちょうど今頃、お誘いしてみてはいかがでしょうか     

まさにわたしも、今やっと予定を詰め始めましたよ。笑 

 

とにかく冬デートは寒いので、あんまり長い間外に連れ出さないことがおす

すめですね。 

屋内で過ごすか、外を歩くとしたら昼間の短時間がいいかもです。 

もちろん、街がキラキラするので夜のほうがロマンチックですが、 

その場合はなおさら、だらだらせずにさくっとお散歩するのがおすすめで

す！ 

 

もし外を歩き回る場合は、 

ホッカイロを用意してあげたり、あたたかい飲み物を買ってあげたり、、、 

そのような一工夫があるとキュンとしますっ！！     

あとは、「寒くてきつくなったら遠慮なく言ってね！」のお気遣いの一言が

あると安心すると思います      

 

イルミネーション、フェス、初詣、、この時期は楽しい出来事がたくさんあ

りますね！ 

ちょっとの工夫で楽しく過ごしちゃいましょう！！！ 

 

ではでは、おやすみなさいです〜！ 
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2019.12.17 火曜日 21:21   

 

こんばんは！隊長、まみりんです(°▽°) 

今日は友達と 5 時間くらい？カラオケに行って、一人で芸人さんのソロライ

ブ(歌の)に行ってきました！！ 

 

芸人さんの歌のソロライブとか www 

 

そして渋谷でお気に入りのラーメン屋「新潟三宝亭」に行ってきました！充

実した一日です！！ 

 

ところで、感じの悪い人ってこの世にいっぱいいますけれども、なんで感じ

悪くしてるんですかね？笑 

 

感じの悪い人には周りも感じ悪く対応してしまうと思うし、得な事など一つ

もないと思うんですが…f^_ ;̂ 

 

そんなつもりはなくても感じ悪い人って思われてる人もいると思います。 

 

笑顔が出来ない人はまず印象が悪いですね。それは分かると思うのですが、

物の言い方一つ一つにトゲがあったり、否定的な言い方をしがちな人は「感

じ悪ー！！」と思われているかもしれませぬ          

 

世の中に疲れてしまう事もあるかと思います。 

 

人付き合いで嫌な思いをしたかもしれません。 
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だけど、救ってくれるのも、人だと思います(^^)✨ 

 

どうか信じる気持ちを忘れないでください       

 

 

「人って優しくないよな！！俺は自分しか信じない！！」と思っている方が

いたら、自分は周りからどう思われているか、客観的に見つめ直してみてく

ださい。 

 

人は、好感を持っている相手には優しくするものです。 

 

人に好かれるには、まず自分が相手を好きになることが何よりの近道です

     

 

好きと思い込めば好きになれますので、ぜひ「この人好きだなー！」と思い

ながら人と接してみてください      

 

     隊長      

 

 

 

2019.12.19 木曜日 20:29   

 

皆さんこんばんは       女子部まほです。今日はお休みだったのでネイルをし

に行きました♪爪が可愛くなり只今とてもご機嫌です✨ 

 

さてさて年始年末様々なセールがありますよね！ 
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この時期を機会にお洒落に自信が無い方は思い切ってガラッとイメチェン

に挑戦してはいかがですか？ 

 

イメチェン…とまでいかなくても、1 度自分のセンスを見直したりコーディ

ネートを考え直してみたりも大事な事だと思います。 

最近スクールに通う生徒さんで服装や髪型をアドバイスを参考にガラッと

変えた方がいました✨めちゃくちゃ良くなったんです！！前よりも自信を

感じられるし、ご本人も明るくなられて最初と印象が全然違くなりました。

つまりやっぱり髪型とファッションて本当に大事なんですよね✨最初に話

したネイルもそうなんですが、自分のモチベーションが上がるんです。 

 

ファッションにまだまだ自信がなかったり、今もっているものとどう合わせ

たら良いかわからないとき私も普段活用しているアプリを紹介します     も

ちろん無料です。 

 

【WEAR】です。検索で年齢や身長を入れることができるので自分と同世代

の一般人の方のコーデを簡単に探すことが出来たり、自分が今持っているア

イテムをいれれば同じ様なアイテムを使ったコーデも見る事ができます。凄

く参考になるので是非見てみて下さいね！ 

 

2020 年は 2019 年よりお洒落な自分に 

なりましょう！ 

皆さんと一緒に私もお洒落頑張ります      

まほでした。 
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2019.12.21 土曜日 20:05   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

いやあ、年の瀬ですねー！         

昨日金曜日は街が賑わいすぎていましたね。 

終電の山手線が非常に混んでいて、、 

まさかの、満員電車の中でこのあと飲みませんか？と声をかけられました

       

なんていう世の中でしょう。笑 

 

さて。年末だからか？最近、暫く連絡を取ってなかった男子からやたらと

LINE がきます。笑 

 

実際に来た LINE 例↓ 

「久しぶり！げんきー？」 

「お久しブリーフ」 

「お疲れ様！俺のこと覚えてる？」 

 

あれですかね、年末のタイミングでラインを振り返ってるんですかね。。笑 

本当にまた会いたい！と言う場合は、 

こういう一文だけ送るのはやめた方がいいと思います         ♀ 

 

冷やかしというか、ワンオブゼムに乱発してる感じが出ちゃいますんで

         ♀         ♀ 

 

よかったら久しぶりに会いたいんだけど、年末の予定はどうですか？ 
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などと、真面目な文面の方が良いと思いますっ        ♀♡ 

 

楽しい年末年始を過ごしましょう✨(  ́   `*) 

 

ではでは、また次回をお楽しみにです     

おやすみなさい        

 

 

 

2019.12.24 火曜日 08:31   

 

みなさんおはようございます！ 

隊長です！今夜はクリスマスイヴですね(°▽°) 

良い子にしてるから多分サンタさん来ます(°▽°)笑 

 

さて、クリスマスに向けて意中の女性をお誘いした方も多いのではないでし

ょうか？？ 

 

どうでしたか？？ 

 

女性って、ドタキャン多いですよね！！ 

 

私はドタキャンが大嫌いなので、場合によっては 38.6℃の熱があっても現場

に向かうような人間ですが、すぐドタキャンする人は本当にすぐドタキャン

します。 

 

優しくて純粋な殿方なら、彼女のドタキャン理由を全て信じて優しい言葉を
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かけるんだと思いますが、あまり酷い時はもう彼女に脈はないので諦めた方

がいいかと思います！ 

 

例えば、、 

 

「体調が悪い」 

 

これはほぼ「めんどくさくなった」だと思っていいでしょう。 

 

めんどくさくなったからといってドタキャンする女は結構多いです！ 

 

ビックリします！笑 

 

病は気からというものがありますので、「めんどくさい」「行きたくない」と

いう気持ちが体調を崩させている可能性もあるので、「嘘だ」とは言いませ

んが、ちょっと体調が悪いくらいでドタキャンします？？しません。笑 

 

続いて、 

 

「身内に不幸が…」とか「家族の体調が…」 

 

です。これも結構平気で嘘つく人がいます。 

 

あとは「仕事が…」と「急用が…」 

 

ですね。職種によっては本当なんでしょうけれど、いつも定時の事務職で突

然その日に限って何時間も残業とかは考えにくいです。しかも突然。 
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ドタキャン理由は上記がほとんどかと思います。 

 

本当にどうしても理由があってドタキャンした場合は申し訳気持ちでいっ

ぱいになるので、「この日はどう？」とか「この日だったら絶対大丈夫！！」

とかっていう連絡があるはずです。 

それもなしに「今日ちょっと体調が悪くて、リスケさせてくださーい     」 

で済ませられてしまったら、完全に脈なしです！！ 

 

そういう女だったんだな、と心の中で願い下げて、他の出会いを探しましょ

う！！ 

 

それでは良いクリスマスをー(^^)✨ 

        隊長      

 

 

 

2019.12.26 木曜日 11:12   

 

おはようございます❄ 昨日はクリスマスでしたが皆さん素敵な日を過ご

せましたか？       私はお仕事帰りにホワイトニングに行ってきました✨

笑 

 

さて今回は冬に気をつけるべきポイントを紹介したいと思います。 

 

【毛玉はついていないか】 

冬はセーターやコートを着る機会が沢山あると思います。毛糸素材でなくて

も毛玉ができてしまう場合ありますよね？毛玉カッターで毛玉を取るだけ
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でもだいぶ清潔感の印象が違います。毛玉カッターは安く手に入るのてまだ

持っていない方は是非！ 

 

【ゴミがついていないか】 

夏よりも自然にゴミや埃が落ちにくい衣類ですよね…！ゴミや髪の毛がつ

いていないかコロコロをしたり気をつけましょう。小さいコロコロを携帯し

ても良いと思います。 

 

【肌や唇は乾燥していないか】 

男性は女性より肌のお手入れを根入りにしている方は少ないかもしれませ

ん。夏は平気でも冬は乾燥があります。メンズ用のケア用品もあるのでカサ

カサするな？と思う方はケアして下さい。唇や頬（カミソリ負けなどの乾燥）

手のひらがカサカサしているよりはしてない方が良いし清潔感もあります。

また乾燥を放っておくと逆に皮脂が出る場合もあります。是非見直してみて

ください。 

 

【夏じゃないからといって】 

汗や体臭を気をつけるのをやめていませんか？冬でもきちんと気をつけま

しょう。加齢臭対策もしておきましょう。 

 

どうでしたか？小さな部分も女性は見ていますよ        

その小さい部分で印象は左右されます。冬も夏同様に清潔感を保ちましょう

✨ 

 

まほでした❄ 
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2019.12.27 金曜日 20:40   

 

みなさん、こんばんは        

女子部のきよみです。 

 

わたしは一足早く昨日仕事納めさせていただいたのですが、本日が最終出社

だったみなさまも多いのでは、、？！✨ 

みなさま、一年間お疲れさまでした♡         ♀ 

どんな一年でしたでしょうか？(^^) 

 

年の瀬になると、会社の上司など目上の方と飲む機会が多く、、、 

みなさんも、世代を超えたコミニュケーションの機会が増えるのではないで

しょうか？        ♀ 

 

ということで！ 

年内最後の配信、最近わたし（アラサー独身 OL）が大好きで、かつ周りで

も流行っているものをご紹介します。笑 

もしよろしければ会話のヒントにどうぞ       

 

【Official 髭男 dism】 

個人的には結構前から知っていて、とっても好きなバンドです。ファンクラ

ブに入っており、来年ライブ 3 回行きます。笑 

ヒゲダンと略されており、今年「Pretender」という曲で急に大ブレイクし、

紅白にも出場します✨ 

ピンとこないと思ったみなさんも、知らず知らずのうちにどこかで耳にして

いると思いますよ♡ 

先日カラオケで上司の前で歌ったところ、「聞いたことあるわ、俺も練習し
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ようかな〜        」と言ってくれました      笑 

ちなみに、メンバーはひとりも髭をはやしておりません。 

ぜひ、「ああ、プリテンダーね！ヒゲダンね！」と話を合わせて欲しいです

♡ 

音楽関係ですと、米津玄師さんやあいみょんさんあたりも押さえておくとベ

ターだと思います        ♀♫ 

 

【グランメゾン東京】 

忘年会で毎回この話題になるくらい、若い子もオジサマ世代も多くの方が観

てらっしゃいました         

キムタクドラマはテッパンでおもしろいですね〜！これを観てると、誰かフ

レンチデートに連れて行ってくれないかなぁと思います。。      笑 

ミシュラン三つ星を目指す中での、仲間同士の切磋琢磨の様子も感動です。 

こちらのドラマの料理を監修している、カンテサンスやイヌアの予約が取れ

たらめっちゃ格好いいですよね      

 

【ニンテンドースイッチ】 

今年再燃してるのは、ポケモンソード、シールドが発売しているからではな

いでしょうか！ 

わたしもまんまと買ってしまいました      笑 

ポケモン GO もこれに合わせてまた盛り上がっているとも聞きました！ 

ゲームのポケモンはまさにいま 30 歳ジャストくらいの人々がピンポイント

で世代のようです      余談ですが、わたしも初代ポケモンである、赤青か

ら全てプレイしております。笑 

 

【田中みな実さん写真集】 

最近発売されましたね！！！ 
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男性からも女性からも支持されるみな実さん、とっても素敵でしたー♡ 

意外と、女子に話題を振ってもよい方だと思うので、、よかったら貸すよー！

などといったやり取りもありだと思います        ♀ 

 

取り入れられそうなところだけでも、もしよければご活用くださいませ       

 

さて！ 

改めまして、今年一年女子部 LINE@をお読みいただきまして誠にありがと

うございました         ♀✨ 

 

配信を通して、自分自身も世間の流行や恋愛への関心が増しました！ 

心から御礼申し上げます。 

 

来年もぜひよろしくお願い申し上げます       

ではでは、良いお年をお迎えくださいませ     

 

 

 

2019.12.29 日曜日 22:00   

 

こんばんは！ 

福岡で年越しします、隊長です^_  ̂

クリスマスはいかがお過ごしでした？？ 

 

私ってば、一つ思い出した事があるんですけど、お正月休みって皆様どのよ

うな予定ですか？ 
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元旦は初詣とか、家族で何某とか色々あるかと思うんですが、2 日 3 日って

案外暇してませんか？笑 

 

私は割とそういうタイプで、特に実家が近くの人たちって、友達は帰省して

居ないし、特に予定ないよ！って場合が結構ある気がします。 

 

それで以前、大学時代に「プリンス」と呼ばれていたイケメンと 1/2 に初詣

デートした事があります。笑 

 

「えっ！？いいの！？年明け早々私なんかとデートしていいの！？」って感

じでしたが、良いみたいでした。笑 

 

という事で、案外チャンスかもしれません。意中の女性に一応！ひと声お誘

いしてみても損はないかもしれません(^^)✨ 

 

デートの誘い文句はもちろん、 

「良かったら一緒に初詣行かない？」 

ですね！！ 

 

初詣と言えば屋台が楽しみです     

 

来年はお気に入りの着物で行こうと思ってます^_  ̂

 

それでは皆さま、今年一年ありがとうございました！ 

良いお年をお過ごし下さい(o^^o) 

 

        隊長         
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追伸 

ここまでお読みいただき、有難うございます♫ 

あくまで私たちの個人的な意見ではあるんですが、女性全般にあてはまる内

容にもなってると思います。ぜひ参考にして、女性との恋愛をめちゃめちゃ

楽しんでくださいね！ 

 

あと、私たちが参加しているコミュニケーションスクールは「T スクール」

という学校です。もし興味があったら、まずはセミナーにご参加してみてく

ださい＾  ^

https://tschool.jp/seminar?add=book 
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