
私の婚活アプリ講座の生徒さんから、
たくさんの幸せの声が届いています。

Column  5  Happy voice

幸せの声、続々！！

先日、ペアーズで知り合った男性とお
付き合いをすることになりました！
珠子先生がおっしゃっていた「30人
に会えば、ご縁とタイミングの合う男
性がいる」というお言葉をもとに、1
カ月で10人と会うことを3カ月やり続
けるということを目標にしました。
その結果、20人目辺りで出会ったの
が、今の彼です(^-^)
珠子先生の沢山のアドバイスを実践し
た結果なので、何が功を奏したのかを
ピンポイントで挙げることが難しいの
ですが（笑）、決して受け身にならず
に行動し続けることが大前提の中、相
手のことをたくさん褒めて、「嬉しい、
楽しい、ありがとう」という気持ちを
いつも伝えること、相手の興味がある
ことや好きなことを引き出して楽しそ
うに聞くこと、そして、自分の中のこ
だわりを持ちすぎずにダメ出しをせず
に相手を受け入れる姿勢。
まさに承認欲求を満たすことが、彼に
響いたようです。
あとは、結婚やお付き合いに執着せず、
複数の男性と同時進行していくことも
大きかったように思います。
以前の私は、結婚を目的にしてはいけ
ないと分かっていても、結婚に辿り着
けなかったら意味がないという思いを
消すことが出来ませんでした。
ですが、珠子先生のメルマガやレッス
ンを受ける中で、「本当のパートナー

がいれば、結婚はしてもしなくてもど
ちらでも良い。子供が欲しくなった時
に結婚という形を取れば良い」という
考えに変わりました。
結婚への執着が、フッと抜けていく感
覚でした。
そして、少しでも良いと思ったら、ま
ずは付き合ってみよう、と。
その心の余裕が良かったのだと思いま
すし、付き合ってからまだ日は浅いで
すが、会う度に彼の良さを発見出来て、
お付き合いして良かったと思っていま
す。
珠子先生のおっしゃるとおり、本当に
ご縁がある方とはトントン拍子に進む
のだと、実感しています。
珠子先生のアドバイスを素直に受け止
め行動していても、みんながみんな、
すぐに結果が現れたり、自分の変化を
実感出来るわけではないと思います
し、そこで行動を止めてしまう方も少
なくないと思います。ですが、そこで
くじけたりあきらめずにやり続けるこ
と。そのことを、一緒に頑張っている
みなさんに一番にお伝えしたいと思い
ました。
珠子先生と出会えたことに、心から感
謝しています！
珠子先生からのギフトを沢山の女性が
受け取って、みんなに幸せになって欲
しいと願っています。

けいこさん（34歳）

先日プロポーズされ、これからお互い
の両親に正式に挨拶をする予定です。
どん底のころに珠子先生にお会いし、
それから今まで大変お世話になりまし
た。
彼からも「出会ったころから、どん
どんきれいになっていく」と言われ、
レッスンの成果が出ているのだと自分

では思っています。
人とどう付き合うか、自分をどう見せ
るか、という珠子先生から学んだこと
は、恋愛や結婚だけでなく、これから
の人生においても幅広く活かしていき
たいと思います。

みかさん（26歳／東京）

ネット婚活を始めて1カ月ほどで彼氏が
でき、約半年で入籍する運びとなりま
した。
レッスンを受講してから、自分の似合
うファッションや色などがわかり、服装
やメイクなどを変えていくことで、久々
に会う友人や知人に「綺麗になった」
と言われる機会が多くて、一番自分が
驚いていました（笑）。また、外見だけ
でなく、内面も変わっていったと思いま
す。まずは、嫌な自分も受け止められ
るようになったこと。以前は自分の嫌な
ところを見て、ますます落ち込んでし
まっていましたが、今は「それも自分だ」

と客観的にみることができるようになり
ました。次に、人を肯定的にみるよう
になってきたこと。人の長所に気付くこ
とができる場面が多くなりました。 レッ
スンを受けて約1年でしたが、外見も内
面も大きく成長したように思います。先
生に出会っていなかったら、行動をまっ
たくせず、変わることができずにずっと
一人だったと思います。本当に感謝し
ています。自分を変えたい、自信を持
ちたいと思っている女性はぜひ先生の
レッスンを受講してほしいと思います。

かなさん（36歳）

おかげさまで3年半ぶりに彼ができまし
た。
婚活アプリで知り合った方と、1カ月く
らい前からお付き合いしています。
珠子先生に教えていただいたことを実
践したら、とても幸せになれました。
本当にありがとうございます。
お会いした時は、レッスンどおりを心
がけました。
とにかく全身を使って聞くこと、感じる
こと。
おかげさまで、彼と最初に会った時は9
割くらい彼が話していて、4時間くらい
あっという間に過ぎてしまいました。
話しやすい、居心地がいいと思っても
らえたみたいです。
わたしもそうでしたが、アプリに不安
を感じる方も多いと思います。
でも、みなさん真面目に婚活されてい

るという印象を持ちました。
あらかじめいろんな条件がわかるのも
いいと思います。
私のように、パーティなどが苦手な方
には本当におすすめです。
もし珠子先生のレッスンを受けていな
かったら、アプリに登録していなかっ
たら、こんな幸せを感じられることはな
かったと思います。
ちょっとの勇気で、人生は大きく変わ
るのですね。
いま迷っている方に、ぜひおすすめし
てください。
心配しているようなことは起こりませ
ん。
では、またレッスンでお会いできるの
を楽しみにしています。

ゆかこさん（45歳）
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前回のレッスンで、先生から婚活アプ
リの良さを教わり、一度は使用を止め
ていたのですが、再入会しました！
結果、週に1～ 2度は新規にやり取りし
た方とデートをすることができるように
なりました。
パーティですと、30人ぐらいいる中で、
もう一度会いたいのは1人ぐらいしかい
ないので、日常的に気軽にチェックで
きて、はるかに多い人数の中で人とマッ
チングできるアプリの方が、ずっと効
率が良いかもしれません。
以前はマッチングしてデートに出かけ
るたびに「この人は結婚相手としてあ
るかないか？」ばかり気にして楽しめ
なかったので、このような考え方も先
生の教えに従い、改めてとにかく楽し
むようにしました。
確かにエッチ目的の人もいます。

でも、合コンやパーティで会った中にも
エッチ目的の人は何人もいたので、そ
ういう人はどこにでもいると思います。
しかも男子は分かりやすい！　すぐに
自分の部屋に連れ込もうとする意図が
ミエミエになるので、そこは毅然とした
態度で！　が良いと思います。
私は37歳バツイチ子持ち（別居）なの
で、おそらく他の婚歴なし未婚女子よ
りもずっと申し込みもＯＫされる回数
も少ないと思いますが、それでも毎週
どなたか新しい人と会えるのですから、
やはり婚活アプリの力はすごい！　と
思います。
珠子先生のレッスンで婚活アプリのお
話を聞かなければ、また再開しようと
は思いませんでした。ありがとうござ
いました！

みかこさん（38歳）

レッスン後、Yahoo!お見合い、エ
キサイト恋愛結婚に登録をして、
たくさんの出会いがありました。
現在、Yahoo!で11月 に知り合っ
た方（53才）と前向きな交際が
続いています。
お互いバツイチで子供も同じ年頃
です。 澤口先生のおかげでとて
も幸せです。

まみこさん（51歳）

アプリを使い始めて2週間で、人
生初彼氏をゲットしました。

きいこさん（26歳）

最初は抵抗のあった婚活アプリを
使っての出会いも、
今となっては「馴れ初めなんて関
係ないよね～」と彼氏と笑ってい
ます。

はなさん（28歳）

出会った男性と恋愛に発展しなく
ても、
自分の世界を広げてくれる友人と
の出会いもあり、
自分が少しずつ、より良い方向へ
変わっていくのを実感していま
す。

ゆりこさん（27歳）

レッスンの際にお話ししましたが、お
かげさまで彼氏ができました。
もうウン年ぶりです（笑）。
婚活アプリで知り合った4つ年下の彼で
す。
3回目に会ったときに、彼から告白して
くれました。
夢か？　まぼろしか？　詐欺師か？？　
と考えてしまい、少しの間、誰にも彼
氏が出来たことを言えませんでした
（笑）。
婚活アプリで何人もの男性に会いなが
ら、自分は男性に何を求めているか、
その条件って本当に必要なのかと考え
てきました。
自分の求めるもの、必要なもの、必要
じゃないものが分かったから、今の彼
と出会えたのだと思います。
そして、「凄く好き！　じゃなくても、
何回かは会ってみる」を実践してよかっ

たです。
いつもは自分が好きにならないとダメ
で、グイグイこられると引いてしまって
いましたが、何度か会ううちに、彼の
良いところが沢山みつかりました。
仕事に追われ疲弊し、周りの友達は結
婚＆出産ラッシュ、30歳を越えて恋愛
から遠ざかり、女として自信をなくして
いた私でしたが、去年の秋、「今頑張ら
なくて、いつ頑張るんだ？！」とレッス
ンに通いはじめ、そして珠子先生の教
えを実践して、少しずつ自分を信じら
れるようになりました。本当によかった
です。
珠子先生に教えていただかなかったら、
婚活アプリは絶対！　始めませんでし
た。
勇気を出してチャレンジして本当に良
かったです。

きみこさん（34歳）

ペアーズに登録して約10日。2人の方と
デートしました（笑）！
デート約束もないうちに、デート服を買
いに行きました(^ ^)
準備しないと、始まりませんからね。
自分から「いいね！」を押してマッチン
グする人は、まだまだ少ないですが、2
人とはメッセージのやり取りをして、す
んなり会う約束ができました。
デート前のウキウキ感とドキドキ感を
味わえて、とっても楽しかったです。
デート中はとにかく楽しかったです！
お相手は驚くほど、まっとうで素敵な
男性2人でした。本当に彼女いないの？　
本当に独身？　ヤりたいだけ（笑）!?　

と、思うほどです(^ ^)
お話もとても楽しく、時間はあっという
間に過ぎました。
女性として扱われるって幸せですね！
与える、楽しませたいという気遣いに
溢れた方々で、私も相手に喜んでいた
だきたくて頑張りましたが、どれくらい
できていたのでしょうσ^_^;
練習あるのみです！
今後、どういう形に発展するかは未知
数ですが勇気を出して、決断して良かっ
たなと思います。
ありがとうございました。まだまだ、頑
張ります！

ともさん（30歳）
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