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入場無料。出展者により一部有料。
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かさこ塾フェスタとは、様々な好きやユニーク
な個性を武器にしたかさこ塾生たちが共同で
出展し、セミナー、ワークショップ、相談ブース
セッション、展示、物販、音楽などで来場者を楽
しませるイベントです。
2016年は東京、名古屋、京都、福岡、大分中津で開催！
入場無料、予約不要、子連れOKのイベントですのでおもしろい
人たちが集まるかさこ塾フェスタにぜひ遊びにきてください。

カメライター（カメラマン＆ライター）でブロガーのか
さこ氏主宰の好きを仕事にする大人塾。好きなことを
仕事にするためのセルフブランディング＆ブログ術を
教える塾で、全4回×2時間、各回20名限定。2014年2月
にスタートし、2016年9月時点で648名が受講。東京開
催だけでなく、仙台、静岡、名古屋、京都、大阪、広
島、福岡、大分中津、鹿児島でも開催。年齢も職
業も地域もバラバラな様々な属性の人たち

が集まるグループ。好きなことを仕事
にすることと人生を楽しむことを目
標に、ブログを中心に情報発信する

ノウハウを教えている。
企画・運営：かさこ塾フェスタ運営委員会　問い合せ先：kasakotaka@hotmail.com
ライター ： 森田侑季慧　素材提供 ： 京都西陣織元 京人形もりさん　Design & Illust  :  多喜ゆい

かさこ塾フェスタ公式ページ
 http://festa.kasako.jp/2016/

フェイスブックページ
 kasakofestival
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かさこ無料セミナー２

K星人の侵略活動 ～宇宙人による音楽LIVE～

らぶ
アイシングクッキー＆ミニカップケーキデコレーション講座
～ハロウィンバージョン♪～
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Kenji剣心 Murozono 摩訶不思議！　10分で効果がでる
サビ取り、下半身やせデモンストレーション by 剣心

Kenji剣心 Murozono 摩訶不思議！　10分で効果がでる
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大石 千絵 
ゲームでお金の使い方が上手になるワークショップ

福田千鶴【バーバラ】
パステルアート体験　三日月を描こう！

川崎 加代子ワークショップ
誰でも自宅で出来る元気作りエクササイズ

奄海るか
PBIバイタルエナジーアップ　デモンストレーション

庄司 美樹「足から健康になりましょう。」

mikura  「special mini LIVE～そうだ  かさこ塾、行こう」　

しまひろふみ and Friends 
ライブタイム「会議室ライブの可能性」

なまず×ラファエラ「ラファエラ流人生のとらえ方 ～数々の試練の中でも
　　　　　 明るく前向きに～」かさこさん新曲披露あり（歌：ラファエラ）

安江貴世「紅茶の美味しいお店の見つけ方」

セミナー ワークショップ
ＯＰＥＮ

かさこ無料セミナー１

なまず×かさこ  「教えてかさこさん！リーダーとしてのあり方
　　　　　　　～600名以上の個性豊かな塾生を迎えて～」

ほうげつ あきよし
姓名判断の「コツとツボ」解説と実践鑑定を行うセミナー

なまず×とくちゃん「壮絶な過去を持つとくちゃんに聞く！
　　　　　　　　　人間関係のストレスから解放される考え方」
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月間約35万PV、著書20冊、映画監
督もしている好きを仕事にする大
人塾＝かさこ塾塾長のかさこより、
楽しい人生にするための生き方・
働き方・考え方のヒントとなる無
料セミナーを2本行います！
ブログやSNSを活用し、好きを仕
事にしたい方。もっと人生を楽し
くしたい方。一度私を見てみたい
会ってみたい方などぜひお越しく
ださい。
また全国各地より33名のおもしろ
い塾生が様々な出し物で出展し
ますので、ぜひお楽しみください。

かさこ
カメライター＆かさこ塾塾長

20年以上の鑑定実績のある四柱推
命をメインにした東洋占星術のお試
しセッションと、姓名判断の「コツと
ツボ」解説と実践鑑定を行うセミ
ナーを開催。チベット密教の紋様を
施した天珠と天然石を組み合わせた
アクセサリー販売も行います。

昭和歌謡とアニソン好きの
占星家＆天珠アクセサリー作家

ほうげつあきよし

パステルアートを描くほか、プロ
フィール写真撮影、開運未来流姓名
判断アドバイザー、アメブロ初級講
座なども開催。フェスタではパステ
ルアート作品やポストカードの販売
と削らないパンパステルを使って
のパステルアートのWSを行います。

詩人パステルアート作家

福田千鶴【バーバラ】

京都四条烏丸にてドイツ式フットケ
アサロン「magenta」をオープンし
て8年、１万人の足を見てきました。
病院での知識を生かし、足のトラブ
ルを解消します。「足から健康にな
りましょう。」を目標に掲げ活動して
います。

ドイツ式フットケアサロン
「magenta」代表

庄司美樹

ゲームを使った「お金の使い方が上 
手くなるワークショップ」を開催、お
子さんから大人まで対応可能です。
ブースでは、家計、おこづかい教育、
おうち起業のお金など、お金に関す
る個人相談をしす。自分に合った方
法を一緒に見つけていきましょう。

お金の家庭教育アドバイザー

大石千絵

紙を切って作る平面的な作品（クラ
フト）と、アナログによるイラスト（絵
師）で創作活動を展開中。フェスタ
では、オリジナルの重ね着やコー
ディネートができる紙の着せ替え人
形「ペーパードール」を新作で出展。
ぜひご覧下さい！

クラフト絵師

結貴ゆき

和歌山の片隅からヒッソリと苔玉を
お届け中！暮らしの中にさりげない
癒しを与えてくれる苔玉を贈り物に
いかがですか？ フェスタでは苔玉
WS、苔玉展示を予定！材料さえ揃っ
ていればお手軽に苔玉は作れます！
この機会にぜひ手作りの苔玉を！

想いを届ける苔玉屋

たけ C

「京都限定版！なまずインタビュー」を2
本開催。①「教えてかさこさん！リーダー
としてのあり方～500名以上の個性豊
かな塾生を抱えて～」②「14歳でホーム
レス、32歳まで友だちゼロ。壮絶な過去
を持つとくちゃんに聞く！人間関係のス
トレスから解放される考え方」

インタビュアー＆ライター

鯰美紀

遠隔専門ヒーラーですが、カード占
いとオルゴナイト製作もしています。
今回はカード占いの楽しさを体験で
きるおみくじの販売と、飾って眺めて
元気の出るオルゴナイトを販売しま
す。「楽しいは癒し！」わくわくしながら
ゲットしに来て下さいね！

心の体幹強化をサポートする
遠隔専門ヒーラー

ハスノ

何をやっても中途半端な元舞台役者
が、一発奮起！44歳でアラフォー婚、
めっちゃHAPPYに♪ダメダメ人生から
の復活を赤裸々に語ります。また「願い
を叶える事」に効果抜群のメモリーオ
イルから、今のあなたに必要なメッ
セージをブレンドいたします。

しくじり人生逆転アドバイザー＆
メモリーオイルメッセンジャー

いけけい（池田景）

インナーチャイルドカードを楽しむWS
の開催とカード類の販売。そして鯰美
紀さんと対談をします。数々の試練、絶
望感、喪失感等を経験しながらも明る
く前向きに生きる私のトークで元気や
勇気を受け取っていただければ嬉しい
です。かさこさんの曲も歌う予定です！

インナーチャイルドカード
セラピスト

ラファエラ

絵描きとして「光の表現」をいろいろ
扱ってきた中で、本物の光を演出し
たいという思いが沸き、ひょうたん
のランプシェードに「あかり玉」と名
付けました。今回はミニサイズの
ひょうたんに穴を開けて作ってみる
ワークショップも行います。

異界絵師

異界絵師　緋呂

本当の自分と出会い、自分らしく生
きるために「誕生数秘学」を活かし
てみませんか？今回は親子数秘鑑
定で親子関係の問題をズバッと解
決。数字からのメッセージが受け取
れるナンバーインスピレーション
カード体験もご一緒にどうぞ！

子育てママをラクにする
４児ママ誕生数秘カウンセラー

横地幸子よっちー

『あなたも私も幸せカラー』を合い言
葉に、カラーセラピー＋カウンセリン
グをしております。楽しく幸せな虹色
の人生をおくるために、カラーセラ
ピーをとおして、ご自分の心に寄り
添ってみませんか。カラーセラピー
で希望と癒しをお届けします。

現役看護師のカラーセラピー＆
女性支援カウンセラー

鴨しょうこ

霊感霊視と現実的なコンサルティ
ングを掛けあわせ、あなたの明日、
未来、人生を開花させる方法をお伝
えしています。今回は「心身美トリー
トメント　ＰＢＩ」のデモンスト
レーションを行います。目の間で美
が開花する瞬間を見て下さいね！

あなたを開花させる
薔薇の魔法師・霊能師

奄海るか

音楽好きな塾生仲間と共に、プレゼ
ン風のライブ演奏をお届けします。
ブースでは作曲アイディアを記した
ノートの展示や、リズムマシーンを
使った演奏体験ができます。
対面で1分以内の楽曲制作も引き受
けます。

ミュージックパフォーマー

しまひろふみ

主にコンデジGR Digital IVで星空の
連続写真や動画を撮影しています。
またデジタル一眼レフや、全天球カ
メラを使っての撮影も行っており、そ
れらの画像・映像を展示します。星空
写真の販売や、星空撮影についての
ご相談も承ります。

コンデジ星空写真家・
マドギワ天体写真家・VR星空写真家

安江隆広

現在の活動は、看護師時代の経験を
軸に、医療系・生き方に関するご相
談・情報発信、たいわ士としてレイキ
の施術、趣味の筆文字やイラスト制
作やセミナー開催、など。フェスタで
は内容はあえて一つに絞らず、普段
やっている活動を全部やります（笑）

現「名もなき活動家」

東舞香

今回は、ブログシステム「ワードプレ
ス」の設定代行を行います。初心者に
は面倒なドメイン取得・サーバ設定・
ワードプレスのインストールなどを
依頼者に代わり設定。他にも、好きを
仕事にするのに役立つパソコンやス
マホの使い方相談にも乗ります。

お祭り評論家＆
IT 系セミナー講師

山本哲也

お一人おひとりに合わせた手法で、「何
があっても大丈夫」に変わるセラピーと
セミナーを開催しています。今回は、裏メ
ニューのアロマ・カードリーディングで、
あなたの本質とピッタリのキャラクター
をズバリお伝えします。ホッとしてハッと
する時間を味わってみてくださいね。

しんどさを楽チンに変える
セラピスト

美咲和音

一般企業へ就職するも、精神疾患を患
い社会からドロップアウト。そんな私を
救ってくれたのは音楽でした。現在は、
音楽バーで勤務する傍ら、演奏活動を
しています。今回のフェスタでは、実際
に演奏します。是非聴きに来て下さい！

クラリネット＆ベース奏者

mikura

週イチで浅草に通いプロの似顔絵師に。
サーフボードに描くウェルカムボードや
結婚式で参列者を全員描くブライダル
アート、ペット似顔絵、小児科でのボラン
ティアなどたくさんのイベントに参加。席
描きではお客さんとの話に花が咲きす
ぎて時々手が止まるのが悩みのタネ。

“本人よりソックリ!? な似顔絵”
アーティスト

似顔絵アーティストMEG

「紅茶のある日常」を広げたい思いか
ら、ブログで紅茶情報を発信したり、
気軽なお茶会イベントを開いたり、
紅茶講座の開催をしています。フェス
タでは誰が淹れても失敗しにくい紅
茶の茶葉販売をしつつ、紅茶を淹れ
ずに紅茶のセミナーを予定。

紅茶愛好家

安江貴世

アドバイスなし、善悪のジャッジなし、
一切の誘導なし。“悩み”を“問題”として
扱わずに苦しみを短期解消します。
フェスタでは、いろんなお悩み解消か
ら、本当の好きに目覚める開眼セラ
ピー、スプーン曲げまで、ご来場者様の
ご希望にあわせたセッションをします。

問題解決しない＆
無気力改善心理セラピスト

マシュー村岡

京都西陣織元『株式会社もりさん』製
造金襴卸屋で働いてます。
西陣織を使って小物や雑貨を作って
います。手に取って触って金襴を感じ
てくださいね。

京都西陣織元

森恭子

発泡スチロールのダミーケーキにお砂
糖を使ってデコレーションした”飾って楽
しめる”ケーキ＝シュガークラフトケーキ
を制作しています。フェスタではシュガー
クラフトケーキの展示とオーダー受付の
他、アイシングクッキーとミニカップケー
キのシュガークラフトWSを開催します♪

シュガークラフトケーキ
デコレーター

らぶ

地球の外、銀河の外の遥か遠く。宇宙
の片隅にあるK星という星から来訪
したエンターテイナー。音楽を使った
奇想天外、神出鬼没なエンターテイ
メントで地球侵略を目論む異星人。
そんなK星人が放つ楽しい侵略活動、
フェスタで体験してみませんか？

地球外ミュージシャン

K 星人

鬱・夫の死を克服した経験を基に、人に勇
気を与える作品の執筆に奮闘しています。ま
た、作家になりたい本心に気づかせてくれ
たインナーチャイルドカードセラピーのセ
ラビストとしても活動しています。フェスタで
は、インナーチャイルドカードセラピーセッ
ションのほか、手芸作品の販売を行います。

鬱・夫の死を克服した作家＆
インナーチャイルドカードセラピスト

村川久夢

簡単おしゃれなテーブルコーディネートと、
華やかなパーティーメニューの料理教室を
メインに、お片づけ講座やフラワーアレンジ
メントの講座など幅広く開催。今年はゴー
ジャスなクリスマスリースで玄関を飾りませ
んか。絶対ウケる豪華なクリスマスリースの
ワークショップと展示販売を致します。

おうちパーティー
コーディネーター

大橋りさ

セミオーダー品を中心にカバン・小物を制
作しています。今回は京都西陣金襴織元「株
式会社もりさん」にご協力いただき、革と西
陣織を用いたがま口ミニコインケースづく
りのWSを行います。30分程度で誰でも簡単
に作れるWSです！ゆる～く楽しくおしゃべり
しながらものつくりを楽しみましょう！！

カバン職人

はしかわひかる

いくつになっても動ける身体！肩こり腰痛や膝
の痛みのない元気な身体！は、手に入ります。
姿勢や動きの癖を見直すことで、元気に歳を
重ねられます。お一人お一人に合わせたピッ
タリの運動メニューで、運動後の爽快感も実
感いただけます。らく～に、誰にでも簡単にデ
キる体操で快適な毎日をお約束します♪

40 代からも動ける！痛くない！
ボディトレーナー

川崎加代子

好きを人生の中心にして生きたい女
性対象に、片づけの訪問&相談をし
ています。ついつい片づけを後回し
にしてしまいがちな方の背中を押し
たり、どこから片づけていいか分から
ない方、かさこ塾フェスタ限定のメ
ニューでお待ちしてます

部屋も心も劇的に片付ける！
片付けの匠

お片づけ魔モモ

やせを即実感！下半身スッキリ今日
だけ価格♪2,000円
関節の悩み多数解決！相談無料♪　
フェスタだけの限定価格♪
ワークショップはタネ明かしのデモ
ンストレーションします。モデル希望
はぜひぜひお越しください♪

関節のサビを取る　サビ師

むろぞの剣心

一般ブース

セルフ
マガジン

休憩スペース ワークショップ

アンケート

セミナー

展示ブース
一般ブース

展示ブース

受付

ＷＳブース

ＥＶ


