
 

演目＆講演内容 
 

講演時間は90分ですが、お時間の都合によっては60分・75分等の短縮アレンジも可能です。  

お気軽にご相談下さい。 

 

■ リバウンドしない片付け方  

片付けはまず「収納」しなくちゃ！と考えがちですが、実は収納の前に秘

訣あり。 近藤流片付けをマスターして、快適な暮らしを手に入れましょ

う。（老若男女問わず、幅広い年齢層の方に好評です） 

 

■ 近藤典子の“片付く家”の作り方 

近藤流の「時間」・「空間」・「人間」の“3つの間”という目線で、実体験に基

いた本当の意味で住みやすい理にかなった住空間についてお伝えします。実

例も交えてのトークなので、わかりやすいと大変好評です。                        

（家作りやリフォームを考えはじめた方にオススメです） 

 

■ 目指せ！快適キッチン 

家のキッチンが何だか使いづらいと思っていませんか？ 

効率的で居心地のよいキッチンにする為に、基本的なルールや近藤流

の発想を知って、使い勝手の良いキッチンを是非実現して下さい！ 

 

■ クローゼット 100％活用法 

洋服類が入りきらないと困っている方のために。クローゼットを 100％

有効活用し、使いやすく取り出しやすい機能的なクローゼットへ変

身！ 

 

■ なるほど部屋のレイアウト 

部屋を片付けてもすっきり見えないのは、レイアウトに問題があるか

らかも？家具の配置などの基本を知って、さらなる快適空間を目指し

ましょう。 

 

■ 1 日で終わる大掃除虎の巻 

「大掃除＝辛い、大変」を払拭。近藤流の無駄のない手順と、使えば

使うほど楽しくなるお掃除道具で、1年の楽しいイベントにしてしまい

ましょう。夏休みの大掃除もおススメです！ 

 

■ 片付けられる親子を目指して！ 
お子さんに「片づけなさい！」と注意しながら、実は片づけが苦手な親

も多いのが現実。そこで親と子それぞれの目線で、片づけ方のポイント

をお伝えします。話を聞くだけで、片づけられる親子への近道が見つかります。  

 

■ 知っておきたいインテリアの基本 
ＴＶや雑誌等メディアでの仕事や、沢山のお宅の悩みを解決しながら培

った経験をもとに「インテリア上手になるためのポイント」を伝授しま

す。 

 



 

 

社員教育用のプラグラムもございます。  

 
御要望をお聞きして御提案させていただいております。 

 

■ 「片づく家のつくり方」研修   約 5 時間（休憩時間除く） 
 

＜カリキュラム例＞  

序 「片づけ」には人生の基本があり、学びがある  

第１章：近藤流 家づくりを成功へ導くカギ  

第２章：近藤流「3つの間」とは！ 

第３章：お客様のニーズを解決する近藤流プロセス 

第４章：近藤流 収納空間の考え方   

第５章：間取り実例  

 

詳しくはお問い合わせください。 



 

 

 

    

    

    

クライアントクライアントクライアントクライアント様様様様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介（（（（一部一部一部一部））））    

    
■■■■    住宅関連住宅関連住宅関連住宅関連    

大和ハウス工業、 パナホーム、 積水ハウス、 野村不動産、 有楽土地住宅販売  

全日本不動産協会、 日本ライティングコーディネート協会、 静岡県建築士会  

                                         

■■■■    住設機器関連住設機器関連住設機器関連住設機器関連    

ＩＮＡＸ、 トステム、 サンウェーブ工業  

                                        

■■■■    教育関連教育関連教育関連教育関連    

家庭科授業研究会 

共立女子高等学校、 愛知淑徳短期大学、 園田女子学園大学  

                                        

■■■■    市町村市町村市町村市町村    

京都市、 つくば市、 船橋市  

桑名市教育委員会、 茨城県土浦市教育委員会  

                                        

■■■■    金融関係金融関係金融関係金融関係    

  京都信用金庫、 大阪市信用金庫、 十三信用金庫 

                                        

■■■■    マスコミマスコミマスコミマスコミ関係関係関係関係    

朝日新聞、 毎日新聞、 日本経済新聞、 北海道新聞、 中日新聞、 徳島新聞 

扶桑社、 小学館、 フジテレビジョン、 文化放送  

                                        

■■■■    団体団体団体団体    

インテリア産業協会、 神戸防災安全公社、 加古川市民文化事業財団、 

下関文化振興財団 

                                        

■■■■    ホテルホテルホテルホテル    

ウエスティンホテル 

                                        

■■■■    小売業小売業小売業小売業    

伊勢丹、 東急百貨店、 近鉄百貨店、 イケア・ジャパン、 いなげや 

                                        

■■■■    電力電力電力電力・・・・ガスガスガスガス    

東京ガス、 大阪ガス、 東邦ガス、 東邦液化ガス、 北海道ガス、 西部ガス 

東京電力、 関西電力、 九州電力 

                                        

■■■■    メーカーメーカーメーカーメーカー    

ライオン、 ダイソン、 ビー・エム・ダブリュー 

講演実績講演実績講演実績講演実績    



1 
 

 

    

    

    

■入場者数 800 名は文化講演会開催して以来の入場者数を記録いたしました。社会人・

婦人学級のご年配の方から 20～30 代の子育て中のままという広い年齢層の方々が、

一同に先生のご講演を楽しく熱心に聞き入れている様子を目にし、主催者側としても

たいへん嬉しい限りでした。（2010 年 2 月、土浦市役所） 

                                                                               

■集客が厳しい市況の中、210 名のお客様が来場されました。提携会社の関係者も予想

以上の来場者数に驚かされました。（2010 年 4月パナホーム「リフォームセミナー」） 

                                                                                               

■トークが面白く、90 分が短く感じました。お客さまも参考になったと仰っております。

（2011 年 1 月、サンシティパレス塚口） 

                                                                                                                                                         

■講演会が終わった後も夜遅くまで、参加した保護者の方から感動のメールがたくさん

届きました。企画した側としましては、本当に嬉しいです。（2010 年 7 月、共立女子 PTA

生活部） 

                                                                                            

■何人ものお客様に「本当に楽しかったです！」というお声を頂戴しました。お手伝いさ

せていただいたスタッフも、近藤さんの話術に聞き入ってしまうくらい、本当に楽しい時

間になりました。（2010 年 7 月、IKEA 鶴浜店） 

                                                                                                                                                         

■ステージは立ち見が出るほどのにぎわいで、近藤先生の集客力のすごさを改めて実

感致しました。また、先生のエネルギッシュなステージを見て、お客さまも我々スタッフ

も力をいただいた気がします。ありがとうございました。（2010 年 11 月、電通関西） 

                                                                                                                                                         

■昨日は約 400 名の方がお越しいただきまして、混乱もなく、リフォーム市民講座を開催

することができました。ありがとうございました。（2011 年 2月、京都市「リフォーム市民

講座」） 

セミナーセミナーセミナーセミナー主催側主催側主催側主催側のののの声声声声    



 

 

        【【【【片片片片づくづくづくづく家家家家のののの作作作作りりりり方方方方】】】】をををを    

    

    

    

    

■全部の話に説得力があり、大変参考になりました。なかでも、キッチンと収納の話が、

すぐに役に立ちそうです。リフォームをする時には、色々考え納得のいくものにしたい

と思います。 

                                        

■近藤流のここちよい「３つの間」に、感動しました。紹介された先生のアイデアは、どれも本当

に素晴らしいと思いました。 

                                        

■無料で参加できたのが申し訳ないくらい素晴らしいセミナーでした。片付けては散らか

し、このままこれの繰り返しなのかな・・？と日々思っていたので、「人生を豊かにするヒン

ト」を教えていただくことができ、とても良かったです。 

                                        

■「家とは、人生の舞台である」という先生の言葉に共感しました。「暮らしは、心を見る鏡！」、

心に留めておきます。 

                                        

■クローゼットの中の整理に関心があったので参加して良かった。参考になるお話をわかりや

すく、楽しく聞けました。 

                                        

■空間の役割の話で「リビング」、「玄関」の話がありましたが、とても考えさせらる内容でした。

是非参考にしたいと思います。 

                                        

■先生のことは、ＴＶでよく見ていましたし、本も数冊持っています。今回は直接話が聞

けて、とても嬉しいです。アイデアが沢山聞けて、家に対する考え方も素敵。夢のよう

な２時間でした。企画して下さった方に感謝です！  

聴聴聴聴いたいたいたいた方方方方々々々々のののの感想感想感想感想    



 
 

    【リバウンドしない片づけ方】を 

    

    

    

■「収納は使うものを入れること」。あるものをいかに片づけるかに苦労していましたが、

早速、今日のセミナー内容を参考に、住まいに愛情をかけて快適空間をつくりたいと

思いました。先生の話はとてもわかりやすく、片づけの実践が楽しみです。 

                                                                           

■いるものといらないものを分けて整理を始めたいと思います。近藤さんの話しがとて

も面白くわかりやすくて勉強になりました。ありがとうございました。 

                                                                          

■空き箱を十字に切って大きく広げたり小さく縮めることで、モノの大きさに合わせて収

納道具を変えられるのは大変参考になりました。 

                                                                          

■何事も基本があるのだとよくわかりました。まず、自分のできる範囲で早速始めようと

思います。手始めに、子供の作品、写真などから手をつけたいです。 

                                                                          

■今まで、片づけの手順が間違っていたのかもしれないと気づきました。「収納する棚が

大きめならたくさん入るから」と思っていましたが、大きくとりすぎて、逆に不便になっ

ていました。これからは、使えるものと、使わないものの見極めをしっかりしていきたい

と思います。 

                                                                          

■「紙面で整理してから実行に移す」納得しました。余分な労力が少なくてすむので、よ

いことを教えてもらいました。 

                                                                          

■暮らしの中のメタボをとるのに、収納のアイデアは必要ない。というのが、とても驚き

で印象的でした。まずは整理からはじめてみます！ 

                                                                          

■平面図を描いて、モノの配分をするのは目からウロコでした。 

 

聴聴聴聴いたいたいたいた方方方方々々々々のののの感想感想感想感想    



 
 

■ 「家のことだ！」と耳の痛い話しも多かったですが、笑いながらしっかり学べて、「早く

家へ帰って片づけに着手したい！」と思いました。年季の入った「片付けられない女」

ですが、ポイントを教えていただけたので少しづつ頑張れそうです！ 

                                                                          

■早く帰って片づけたい！今すぐ片づけたい！と思いました。気持ちが覚めないうちに

実行したいと思います。 

                                                                          

■片づけがしたくなったら、気持ちがあるうちに少し手をつけるとよいというお話しがと

ても印象に残りました。先生のお話はわかりやすく、面白く、時間があっという間にすぎ

ました。 

                                                                          

■片づけ、整理、エコが直接結びつくことをわかりやすく話していただき、自分の周りの

整理を心がけることがエコにつながるということを実感しました。そして正直、今まで

自分が心がけていたエコのレベルの低さも痛感しました。今後のエコに対する考え方、

姿勢について見直すいい機会になりました。 

                                                                          

■モノを片付けられないのは、「いつか、もしかしたら、たぶん」使うかもしれないとと思っ

ているから。大きくうなずきました。ユーモアあふれる近藤先生のお話に引き込まれ、

あっという間の時間でした。 

                                                                          

■片づけの方程式、基本を間違っていました。収納さえあればモノが片づくわけではなく、

まずは整理をすること。モノの要・不要をしっかり分けることからはじめる。この順番で、

できるときに少しずつでも時間をかけてゆっくり自分のペースでやっていきたいと思

います。 

                                                                          

■近藤先生の目線と私の目線が違っていたのに気づきました。整理に対すること、収納

できる場所など、全てにおいて基本的なことから考え直さなければならないと痛感し

ました。片づけのポイントの中に、「時間を決めて自分のペースで」というのがありまし

たので、この夏を目標にやってみようと思います。 



 
 

■モノの整理の時点で、収納のことを考えないという点はびっくりしました。家に帰った

ら、まずはモノの整理を始めたいと思います。近藤先生の話しはとてもたのしく勉強に

なりました。元気をもらえてよかったです。 

                                                                          

■お話が楽しく、あっという間に過ぎてしまいました。「いる」「いらない」「とりあえず」を

実行して、早速片づけてみようと思います。 

                                                                          

■「好きなものに囲まれると楽しくなる」という先生の話しを聞いて、本当にそのように

感じました。今回片づけの方程式を教えていただいたので、手順に沿って無理せずマ

イペースで取り組んでみようと思います。 

                                                                          

■無理をしないで、少しずつ家事の合間にすればいいと言ってくれたので、勇気が出ま

した。今日から始めます。 

                                                                          

■先生のお話はメリハリがあって、あっという間のセミナーでした。 

                                                                          

■時間を決める。間取り図を書く・・。 全部役立つ情報でしたが、特にこの２つが心に残り

ました。絶対実践します。片づけをするために、早く帰りたくなりました。 

                                                                          

■片づけの手順をわかりやすく、かつとても楽しかったです。家に帰ったら、早速「片づ

け」を実行してみたいです。 

                                                                          

■自分に対しての言い訳で「時間がないから」と、ついつい片づけから目を背けていまし

たが、先生の「時間は意識して作るもの」という言葉を実践し、自分のペースで今日か

ら少しづつ片づけたいと思いました。 

                                                                          

■お家が片づいていると、家族が幸せになれるという言葉が、とても印象に残りました。 

                                                                          

■近藤先生の話しの上手さに引き込まれました。９０分は短すぎです！引っ越したばかり

なので、なかなか片づけが終わらない状態だったので、非常にためになりました。 

 



 
 

■思い出の品の考え方や、整理の仕方は、すごく参考になりました。家でやってみようと

思います。快適な家になるように頑張ろうとすごく思いました。 

                                                                          

■今ままで収納スペースがないという「言い訳」をして片づかないままになっていた点

に気づかされました。本日から取り組んでいこうと思いました。そのためのパワーをい

ただきました。 

                                                                          

■洗面所の具体例がとても参考になりました。お話も楽しく、あっという間の２時間でし

た。 

                                                                          

■片づけの順番がわかり、収納の意味がとてもよく理解できました。また、先生のお話は、

身近な具体例で面白く、大変興味深く聞かせていただきました。 

                                                                          

■「あっ」と思うような、今まで気づかなかったことがよくわかり、見る方向を変えてみる

ことの大切さを感じた。帰宅して、キッチンを片づけようと思いました。 

                                                                          

■モノの「要・不要」を振り分ける目安。今までの自分の整理の仕方が曖昧だったと、目か

らウロコでした。先生の明るいキャラクターで、楽しく明快に理解できました。 

                                                                          

■整理のコツは、時間を決めてやる。大きいスペースからやる等わかって、「あっ、そう

か！」と思いました。 

                                                                          

■「自分なりの価値を見つける」「片づけることで暮らしが幸せになる」など、当たり前の

ことをなかなか実践できないでいました。改めて、考える機会となり、暮らしのエコに

なることも理解できました。 

                                                                          

■先生の言葉で「モノは使って生きる」「節約がECOではない。有意義に使ってこそECO」

という言葉が印象に残りました。まさにその通りだと思いました。 

                                                                          

■片づける順番、片づけ方など、いつもしていたことが反対だったので、驚きでした。賃

貸マンション住まいなので、今回例にあげた水周りを早速真似てみようと思いました。 



 
 

■最後のメッシュボックス（ニッパーと結束バンド）は早速実践したいです。とても楽しく、

あっという間の時間でした。印象に残った「処分」＝「捨てる」ではないこということ、

モノを選んだ人間には、そのモノに対する「所有責任」があるということも、環境にも優

しい暮らしにつながるということです。先生のお話を聞ける機会に恵まれて、大変感謝

しています。 

                                                                          

■お話は大変中身が濃く、時間もあっという間でした。モノを整理することにより、家の中

の居心地がよくなり、心も優しくなれる・・本当にその通りだと思いました。家族にとって

やさしい家になるよう、身近なところから片づけ始めたいと思います。 

                                                                          

■結婚して以来、少しずつ荷物が増え、友達が遊びに来るときは、散らかっているモノを

ブラックホールのクローゼットに入れ、その後も整理しなおさずそのまま・・の繰り返しで

した。なので、今日のセミナーは実践したいことでいっぱいでした。早く帰って片づけ

たくてウズウズしていましたが、「散らかった部屋は逃げない」という先生の言葉があ

ったので、時間を決めて、まずはいるもの、いらないものの選別から取り掛かりたいと

思います。 

                                                                          

■片づけの手順が間違っていました。まず私が一番苦手とする「整理」が一番最初と

は！ モノの「要・不要」を少しずつ始めます。近藤先生のお話は明るく、楽しく、よかっ

たです。先生のパワーをもらったので、自分のペースで進めていきます。 

                                                                          

■すっきり片づいた暮らしは、幸せな人生を運ぶと近藤さんがおっしゃってたとおり、私も

実践して、幸せになりたいです。 

                                                                          

■どこから、どんな風に片づけたらいいかよくわかりました。 

 



 

 

【なるほど部屋のレイアウト】を    

    

    

    

■インテリアをすっきり見せる 4：6 の法則。 近藤先生のモチベーション維持のお話、笑顔

とエネルギッシュな姿が印象的でした。 

                                         

■とても身近な内容ばかりで、実践してみたいことばかりでした。サイズの測り方などもと

ても参考になりました。諦めずに、家のインテリアを見直したいと思いました。 

                                        

■今まで色々飾ってみても、統一できていなくて、全体がバラバラの印象だったのですが、

今回の講座の三角形やシンメトリーなど基本を習ったことで、これから迷わず飾れそう

です。目からウロコの講義で、本当に楽しかったです。 

                                        

■好きもの探しが、自分探しにつながるという言葉が、印象的でした。 

                                        

■インテリアについて、こんなにも理路整然とまとめることができるのかと驚きました。ま

ずは、居間と寝室に手をつけたいと思います。 

                                        

■飾り付けがとても参考になりました。見せる収納と隠す収納を実践したいと思いました。 

                                        

■作業の手順がわかりやすく、買い物５箇条はためになりました。 

                                        

■家具の並べ方の工夫が、知っているようで知らないことばかりでした。「奥行をあわせる

と部屋の中がすっきりする」という点、さっそく実践してみようと思います。4:6 の法則、最

高です。 

                                        

■見る視覚に高い家具を置くということ。視覚の中に好きでもないものを置くとストレスに

なるということ。学びました。 

聴聴聴聴いたいたいたいた方方方方々々々々のののの感想感想感想感想    
 



 

 

                                        

■雑然としている我が家の移住空間を思い出し、たくさんの改善点も発見できました。一

気にではなく、楽しみながら自分のペースで少しずつ、生活の支えになるような空間に

変えていけたらと思いました。 

                                        

■「検討」「決断」「実行」この３つのプロセスが、どんなことにでも役立ちそうで、忘れない

で実行しようと思いました。先生のお話はどれも聞き逃したくなくて、久しぶりに学生の

ときのようなメモをたくさん書きました。 

                                        

■インテリアに興味がありましたが、どうしていいかわかりませんでした。すごく参考にな

りました。眼からウロコでした。時間がアッという間でした。 

                                        

■具体的な話しばかりで有意義でした。近藤先生の元気さに触れることができて感動です。

ありがとうございました。 

                                        

■諦めないこと、情熱を持ち続けること、「好き」「嫌い」をはっきりさせると自分探しにな

る。これは、インテリアだけでなく、どんなことにも通じる大切なことと思いました。先生

がとてもお元気で、自分も元気になりました。楽しむ人生、無理しないでやっていきます。

イメージの湧く講座でした。 

                                        

■見せる収納、隠す収納の 4:６の法則にしてみたいと思いました。見せる収納ではシンメト

リーを意識して実践してみます。最後の近藤先生の何事においても「あきらめない」気持

ちで、色々なことにチャレンジしていきたいと思います。 

                                        

■なかなか実践できない毎日で、先生のお話はあれもこれも全て参考になりやっていき

たいのですが、最後のお言葉で、片づけるための人生ではなく、楽しむための人生をと

言われた事で、胸のつかえが取れて、楽しく暮らしていけるよう頑張りたいと思います。 

                                        

■今まで諦め気味だったインテリア＆コーディネイトですが、頑張ってみようかな・・という

気持ちになりました。 



 

 

                                        

■インテリアの基礎がなかったので、しっかり学べました。インテリア以外というか、それ以

上に生活の楽しみや家で過ごす時間の素晴らしさを教えていただき、本当に楽しかった

です。無理せず自分らしく実践したいです。 

                                        

■「家は家族だ」という言葉。きちんと愛情をかけてケアしたいと思います。目線を考える

こと、配置の考え方、シンメトリーはすぐに実行したいです。 

                                        

■自分流でしていたインテリアについて、具体的に教えていただくことができて、ランクア

ップが目指せそうです。「好き」がすいぶんはっきりしたので、あとは「嫌い」を排除。頑張

れる自身が湧いてきました。 

                                        

■自分らしいインテリアのためには、好き嫌いをはっきりさせる→自分探しと同じ、という先

生の言葉が印象的でした。自分の思いや考えに目を向け、大事にしていきたいです。自

分にとっても、家族にとっても、居心地のいい安らぐ楽しい「家」をつくっていきたいと思

いました。 

                                        

■具体的な説明でよく理解できました。目線についてあまり意識していなかったので、とて

も参考になりました。 

                                        

■まずは土台から、飾りつけは後。とても基本的なことですが、間違いがちで、順番が大切

ということがよくわかりました。 

 


