22歳から保険業界に従事。大手保険会社、販売代理店に所属しながらFPの会社を立ち上げ、経営をしながら
き

育児・家庭も怠ることなく両立をしている。30年近い豊富な業界経験と、その前向きで明るい性格が人気を集

めている。特に訪問先企業の女性社員からの評判が高く、ビジネスとプライベートを両立する女性のモデル

梅澤 由起
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像として活躍をしている。また、保険のコンサルタントとして活動する傍らで、講演活動を多数行っている。

特別

行 動 し 続 け て い た の で す。
「世に

の課題と向き合い、解決のために

となりました。無理だと思ったこ

家庭に近づいていった大きな経験

論の学びを実践することで円満な

りました。それが私の中で選択理

で家事を手伝ってくれるようにな

明確になったこと。それは「人は

生を通して伝えたいメッセージが

ももちろん、一番の収穫は私が人

す。行動に拍車を掛けられたこと

に前向きに取り組んでいけたので

な存 在

として生きていて、自分

いう成功者たちは、元から

とは違う」そんな思い込みがひっ
いつからでも、どこからでも、よ

半分諦め、限界を感じ、自信をす

仕事と家庭の両立を夢見ながら

とでも、やり方を知り、正しく実

これは私にとって、大きな見通
しとなりました。毎日の努力を積
み重ねることで、人は成長できる。

んな思いの狭間でどうしたらいいか

しれませんが、当 時の私にはどう

番の克服すべきテーマだったのかも

分からず苦しんでいました。私の一

保険の仕事に携わってから今年
して良いのかもどこから手を付け

可能性を閉ざしていた
自分への思い込み
年の時間が経とうとしていま

す。社会に出てからは４年間ＯＬ
そんな現実と憧れの理想像との

たら良いのかもわかりませんでした。

で

をして、そこで出会った夫と結婚

よ う に、
「 女 性 として成 功できる

ギャップが追い打ちをかけるかの

れたことがきっかけで保険業界に
のは特別な人たちだけで、自分に

しました。その後、リクルートさ

入り、私のビジネスと家庭を両立
は無理なんだ」という思い込みが

女性 向けのビジネス誌や様々なド

女性になりたかったのです。しかし、

家庭も円満で、幸せな毎日を送る

仕 事で大きな成果を上げていて、

錯誤を繰り返していた毎日。そん

良くなりたいと思いながら、試行

単に手放すこともできず、もっと

かし、ずっと抱いてきた理想を簡

たわけではありませんでした。し

決して、なにか大きな不満があっ

次第に強くなっていきました。

した生活が始まったのです。
若い頃から女性として成功する

キュメンタリーを見ても、本当の意
な状況で出会ったのが『頂点への

ことにはとても憧れがありました。

味でその両立ができている、私の理
道』講座だったのです。

れません。お互いの距離を取った方

り 合 うことを諦めていたのかもし

しれませんが、心の奥 底では分か

上手 く 行っている風に見 えたかも

関係でした。一見すると仲が良くて

囲から茶化されるくらい表面的な

ほど。家 庭 も「 仮 面 夫 婦？」と周

れていたわけではなくそこそこほど

を聞くと、みんな悩んでいたので

を共にするなかで、心の中の本音

ではないということでした。講座

の苦悩を経験してきており、例外

成功者たちも、かつてはそれぞれ

て気付いたのは、私が憧れていた

でいました。しかし、受講を通し

強く、現状維持から抜け出せない

性格で、失敗することへの恐れが

私はもともと人の目が気になる

成功とは技術である

想の女性は一握りしかいませんでし
た。現 状に立ち 返っても、仕 事で

が楽だと、深く向き合うことを避

す。それでも決して諦めずに自分

憧れるほどの大きな成果が上げら

大 事だけど仕 事はもっと大 事。そ

けていたのだと思います。家 庭 も

大で分かち合い、人に勇気と元気

通過点に過ぎません。
「実」を等身

を与えるという役割をさらにさら
に拡 張するために、常にチャレン
ジをし続ける責任が私にはあると
思います。合格後もさまざまな取
り組みをしておりましたが、兼ね
てより目指していた、企業研修講
師にも昨年に無事合格をすること

ことが大切だと確信したのです。

点のみを見つめて行動をし続ける

した。ビジネスでも、保険を扱う

たのは家庭だけではありませんで

択をし続けることで変化が生まれ

まずは自分から与えるという選

たのです。人は誰しもが大きな可

ていたことを可能にした技術があっ

とでした。そこには、無理だと思っ

手にしているのは信じられないこ

が大好きになっていきました。ど

たのです。より一層人に会うこと

うことができるようになっていっ

の奥に秘めた本当の思いに寄り添

この先も自分自身の経験を等身大

を積み重ねることを楽しみながら、

チャレンジし続けること、
「実」

長の機会をもたらしてくれるのです。

だからこそ、その環境が更なる成

今まで以上に「実」が問われます。

ができました。アチーブメントテ

それならば誰よりも実践にこだわ

職業柄、企業に伺うことや悩みの

能性を秘めていて、行動を起こし

んなに自信がない人でも、一見す

で発信し、仕事も家庭も充実した

実践が切り拓いた道

ると、強く決意したことを覚えて

相談に乗ることが多かったです。

て自分を変える努力ができれば必

ると威圧的な人でも、相手の可能

女性を目指すすべての方々にパワー

がままをいう相手が悪いと思い、

それまで子どもや夫に対して、わ

ことで、お客様から頑張る勇気を

になっていました。

ことを求めてくださる方が増えて

を伝えたい気持ち。プレゼントレー

「 あ な た に は で き る 」 とい う こ と

達成することができたのです。

負って講師登壇するということは、

クノロジーと選択理論の看板を背

最初に取り組んだのは、家族へ

そんな時に、私自身がここまで実

ず理想を手にできる。私自身が誰

性を信じて関わることで、結果的

を届けていけるよう、日々研鑽を

得たととても喜んでもらえたので

で、人が違う行動を取るのは願望

いきました。もしかしたら「伝え

ニングをすればするほど、より一

世の女性たちの
勇気と元気の源に

心の奥底から湧き上がってきた、

す。自然と口コミが広がり、私の

や欲求が違うからと知りました。

ること」は、私にできる貢献の道

層その思いが強くなっていきまし

してから３年の月日が経ちます。

お陰様でプロスピーカーに合格

http://www.koushihaken.jp/

いました。しかし選択理論を学ん

そして、自分との違いを責めるの

かもしれないと思い、力を磨くた

た。そんな信念を持って周囲と接

気にならなくなり、
「相手のため」

常に肝に銘じていることは、伝達

受付中！ 企画段階からサポート！

「 致 命 的 な ７つの 習 慣 」 を 使 って

ではなく、認める努力をし始めま

めに踏み切ったのがプロスピーカー

すると、自分がどう思われるかは
自らの取り組みをアウトプット

という視点からお話をすることが

力はこの肩書きではなく、私自身

講師派遣サイト『Trainers』

積んでまいります。

した。支援する姿勢を貫き、真剣

チャレンジでした。

つけたい７つの習慣」を使うと決

することで、より一層実践してき

が積み重ねてきた「実」のみが物

アチーブメントからプロスピーカーを講師として
派遣させていただきます。詳細・お問合せは講
師派遣サイト
『Trainers』
、
もしくはお電話でご連
絡ください。

は１３０％の成長を、会社で無事

に話を聞くなど、自分から「身に

めて、実践し続けたのです。初め

ビジネスに直接的に生かされ、一

できるようになりました。それは

語るということです。ですから、

とをしたら良いのかが明確になっ

歩も二歩も踏み込んで自分の思っ

これは私にとってあ く まで一つの

たことが整理され、次はどんなこ

ていきました。経験作りという気

ている本音で話すこと、相手の心

くので大変でした。しかし夫も子
どもも、努力する私を見て、徐々

持 ち で、
「 実 」 を 作 る チャレンジ

0120-000-638
（講師派遣チーム）

TEL

は時間も体力もさらに奪われてい

にわがままを言わなくなり、進ん

プロスピーカーへの講演依頼

います。

の関わり方を変えることでした。

践してきたことを等身大で伝える

よりもこの言葉を信じられるよう

成約数が増えていきました。昨年

今の円満な家庭と充実した仕事を

り減らしていた自分を振り返ると、

26

に多くのお客様にご満足いただき、

周りとの比較ではなく、理想の一

体感したのです。

くり返った瞬間だったのです。

株式会社 femme with.
代表取締役

くなれる」ということです。

うめ

践すれば必ず道が開かれることを

“
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2015年には、厳選な審査を潜り抜けてアチーブメント
アワードのファイナリストとして決勝大会の舞台に立った
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すべての女性に
自分を信じる勇気と元気を―
プロスピーカー
という生き方
”

