
【開催概要】
開催日時：2017年4月16日（日）10:00～18:00
場所：東京文具共和会館2階
住所：東京都台東区柳橋1-2-10
交通：JR浅草橋駅東口から徒歩3分、
　　　都営浅草線浅草橋駅A1出口から徒歩3分
料金：入場無料
　　  （セッションなど出展者により一部有料）

好きを仕事にする見本市
かさこ塾フェスタ東京

2017年4月16日(日)
東京 浅草橋にて開催!!
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誰でも
参加
できる!! 入場

無料
61名
出展!!

かさこ塾フェスタとは
誰もが遊びに来れる！入場無料の楽しいイベント。
好きを仕事にする見本市＝かさこ塾フェスタ。
それぞれの「好き」を武器にした塾生たちが共同で出展し、
セミナー、ワークショップ、相談、セッション、
展示、物販などで来場者を楽しませるイベントです。
好きを仕事にしたいと思っている方、
個人で仕事や活動をしている方、
自分を見つめ直したい方など、ぜひお越しください。



かさこ塾とは

かさこ塾フェスタの楽しみ方

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
ィング術＆ブログ術を教える塾で、全4回×2時
間の講義。各回20名限定で開催。
将来不安がつきない今、会社に頼らず、国に頼
らず、個人の力で生き抜いていける個人ブラン
ド力をつけるために、好きなことをブログを中
心に、ネットやリアルで発信する方法・ノウハ
ウを教えています。(卒業生870名／2017年2月21日時点）

フェスタ終了後に
誰でも参加できるオフ会を開催！

フェスタ終了後、18時半より誰もが参加できるオフ会を開催します！
フェスタに来られなくてもオフ会だけの参加も可能です！
日時：2017年4月16日（日）18:30～20:30
場所：東京文具共和会館 2階
会費：3,000円（税込）
参加希望の方は、フェイスブックの下記イベントページからお申し込み下さ
い。
https://www.facebook.com/events/1728762224037078/

①塾長や塾生の出展を楽しむ！

スタンプラリーを開催します！スタ
ンプを集めて、アンケートに答える
と、何かいいことがあるかも！内容
は、かさこ塾フェスタのサイトにて
発表予定です！お楽しみに！

④記念撮影
　スポット
　で遊ぶ！

④記念撮影
　スポット
　で遊ぶ！

5月21日(日)広島、7月1日(土)福岡、10月28日(土)大阪にて
かさこ塾フェスタ開催予定！

企画・運営：かさこ塾フェスタ東京運営委員会
問合せ先：kasakotaka@hotmail.com

かさこ塾フェスタ公式ページ : http://festa.kasako.jp/2017tokyo/
かさこ塾フェスタ
の情報はこちら！

セミナー・
ワークショップ
塾長の無料セミナーのほか、
塾生による様々なセミナーが
聞けます！その場で参加可能
なワークショップ（一部、要事
前予約）も楽しめます！

セッション・
相談
セラピストや占い師などによる
セッションや、セルフマガジン、
家づくり、その他お仕事関連の
相談も！

クリエイター系のお仕事や活動
をする塾生の写真や絵画、イラ
ストなどの展示があります！

物販

ハンドメイドのアクセサリーや
ポストカード、おもちゃなどの物
販があります！

かさこ塾フェスタ来場記念に、お写
真はいかがですか？撮影スポット
に、撮影グッズをご用意！ぜひご自
身のスマホなどで撮影して、SNSに
投稿してください！

※それぞれの内容は変更になる場合が
　あります。詳しくはフェスタ公式ページ＆
　各出展者のブログ等をご参照下さい。

③スタンプ
　ラリーに
　参加する！

③スタンプ
　ラリーに
　参加する！

展示

塾生がつくったセルフマガジンが
一堂に会します。全て無料。面白そ
うなマガジンをぜひ入手してくださ
い。ただし、人気マガジンは早々に
なくなります。お早めに！

②セルフ
　マガジン
　を入手する！

②セルフ
　マガジン
　を入手する！
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セミナー・ワークショップ タイムテーブル

かさこ塾フェスタ東京の大注目セミナー！

かさこ（好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長、カメライター）
好きを仕事にする無料セミナー①

ひじき石塚（八百屋ではたらく食育ロックボーカリスト◆ワラビーズGt,Vo）
【親子で楽しめる食べ物のうた】ワラビーズの食育ロックコンサート②

かさこ（好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長、カメライター）
好きを仕事にする無料セミナー②

さゆみ（女性のための護身マナー講師）
セミナー「今日から始める護身マナー 」

特別企画／塾生３名×司会：鯰美紀（インタビュアー＆ライター）
「好きを仕事にしている人の座談会～好きを仕事にする方法」①女性起業家編

ゆりりん（性被害女性の駆込寺カウンセラー）＆PAL（ラジオパーソナリティー）
トークライブ「性被害から性と生を楽しむためには？」

ひじき石塚（八百屋ではたらく食育ロックボーカリスト◆ワラビーズGt,Vo）
【親子で楽しめる食べ物のうた】ワラビーズの食育ロックコンサート①

しまひろふみ（ミュージックパフォーマー）
弾き語りライブ「エレキギターとトークでくつろげるひととき」

鯰美紀（なまずみき）（インタビュアー＆ライター）×かさこ（かさこ塾塾長、カメライター）
インタビュー「教えてかさこさん！好きを仕事にするってどういうこと？」

とくちゃん 渡部和光（人間関係改善アドバイザーストレス軽減＆メンタル強化サポーター）
「好きを仕事にするための行動術 ＆ お金をもらうためのメンタルブロック、
  心の抵抗を超える方法」

特別企画／塾生３名×司会：かさこ（かさこ塾塾長、カメライター）
「好きを仕事にしている人の座談会～好きを仕事にする方法」②クリエイター編

石橋伊久子（劇団「舎乃樹」朗読教室研究生、声のファンタジスタ）
聴く人の心に届ける、物語朗読

鯰美紀（なまずみき）（インタビュアー＆ライター）×雨野千晴（うっかりカウンセラー）
インタビュー「うっかりでも、ちゃっかり生きる秘訣」

雨野千晴（あめのちはれ）
（うっかりカウンセラー）
大人の図工教室☆幸せを運ぶカード作り
ワークショップ

音香（クリスタルボウル奏者）
音は副作用のないくすり～水晶から生まれたクリスタル
ボウルの響きで日々の疲れをリセット＆リフレッシュ！①

田中オリエ（オーダージュエリーデザイン
小量アクセサリーパーツ開発屋）
参考にしたアイデアを超える方法（アクセサリー
を仕事にする事をお考えの方向け講座）

たけ（IT・ビジネス弁理士）
あなたの事業のトレードマーク。商標の出願から権利活用まで一挙に説明。商標セミナー。

いけけい（池田景）（アラフォーからの婚活！＆ しくじり人生逆転アドバイザー）
自分の好みを明確にしよう！「運命のパートナーに出会うために必要な50個リスト」
書き方使い方セミナー

小堀  望（『あなただけに読む朗読会』主宰　ナレーター＆朗読士®）
じ～んと来る作品の朗読と肚(はら)から自分の声を出すワークショップ

バーバラ【福田千鶴】（トーク冴えるパステルアート講師　笑顔の伝道師）
「あなたの笑顔最高！あなたも笑顔の伝道師になれます」セミナー

小林佳織（筆もじスト）& 緋呂(異界絵師)
筆もじスト 小林佳織と異界絵師 緋呂と一緒にかき上げる参加型アートライブペインティング

小森谷薫（踊る獣医師　ベリーダンサー兼講師）
15:30~15:35 ベリーダンスショー実演
15:40~16:05 ご自身の魅力に気づけるベリーダンス、踊ってみませんか？

速水史子
（ペットロスと女性専門心理カウンセラー）
自己開示・他者受容ゲーム「アンゲーム」体験

砂田節子（iphone写真の好きな薬剤師)＆ディーナ新美（おうち英語ナビゲーター）
【SNSがもっと楽しくなる！スマホで手軽におしゃれな英語メッセージフォト作りませんか？】

西田ゆかり（筆文字路上詩人）
ワークショップ「完璧 愛ポスト」
人生がハッピーになるエクセサイズ。
（『満月の法則』佐藤康行著より）

音香（クリスタルボウル奏者）
音は副作用のないくすり～水晶から生まれたクリスタル
ボウルの響きで日々の疲れをリセット＆リフレッシュ！②

舟橋謙一（文具コンシェルジュ＆カメランナー）
ふなばしのパントマイム講座。
一芸を持つことで人生豊かに楽しくなる
3つの理由。

予約
優先

有料
2,000円

予約
優先

有料
500円

予約
優先

有料
500円

予約
優先

有料
500円

予約
優先

有料
500円

ショー
無料

参加
500円

有料
1,000円

＋投げ銭

有料
1,000円

<塾長セミナー>
好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長
カメライター

かさこ
好きを仕事にする無料セミナー
①10:05～10:45 ②17:10～17:50
好きを仕事にするためのヒントや、楽しく生き
るヒントになるようなセミナーを無料開催。
質疑応答タイムもあります！

<特別企画>
「好きを仕事にしている人の座談会～好きを仕事にする方法」
①女性起業家編 11：25～11：55 ②クリエイター編 14：55～15：25
《パネリスト》
インナーチャイルドカードセラピスト
　ラファエラ（京都・11期）
おうちパーティーコーディネーター
　大橋りさ（京都・11期）
メディカルアロマと骨格整体のサロン＆スクール代表
　みたじゅん（船橋・34期）
《司会》
インタビュアー＆ライター
　鯰美紀（東京・7期）

《パネリスト》
広告漫画家
　百万友輝（広尾・12期）
うさくま堂デザイン主宰
　竹村由佳（仙台・15期）
週末出張フォトグラファー
　町野健（静岡・21期）
《司会》
好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長、カメライター
　かさこ

♥

♥

♥

※それぞれの内容は変更になる場合が
　あります。詳しくはフェスタ公式ページ＆
　各出展者のブログ等をご参照下さい。



性被害を受けた私だからこそ性に
ついて学び楽しんで生きられるよ
うになりました。性にまつわること
やパートナーシップについてラジ
オパーソナリティーパルさんと楽し
いトークライブを繰り広げます。

エレキギターとトークでくつろげ
るひとときをお届けします。
ジャズ・フュージョン・ロックンロ
ールの楽曲を弾き語る30分。大阪
からの移住報告と、婚活の体験談
もたっぷり語ります。

ミュージックパフォーマー

インタビューを2本。①なまず×か
さこ塾長「教えてかさこさん！好き
を仕事にするってどういうこと？」、
②なまず×うっかりカウンセラー
雨野千晴さん「うっかりでも、ちゃ
っかり生きる秘訣」

インタビュアー＆ライター

聴く人の心に届ける、物語朗読

劇団「舎乃樹」朗読教室研究生、
声のファンタジスタ

～【音は副作用のないくすり】～
水晶から生まれた不思議な楽器、
クリスタルボウルの演奏会です。溜
まった疲れを音の波で洗い流し15
分で新しく生まれ変わります。

心身のストレスを解消する
水晶七環(クリスタルボウル)奏者

大人の図工教室☆幸せを運ぶカー
ド、昨年度小学校で実際に受け持っ
た授業の大人バージョン♪
「見た人が幸せになる」
幸せって、どんな気持ち？から始まる
飛び出す工夫を使ったカード作り

うっかりカウンセラー

『あなただけに読む朗読会』主宰 
ナレーター＆朗読士® 筆もじスト

自分の魅力を感じてベリーダンス
踊ってみませんか！老若男女・コ
ンプレックス大歓迎！大人セクシ
ーを纏いたいあなたに、踊る気持
ちよさを感じてほしい。初心者こ
そぜひチャレンジを♪実演あり♡

踊る獣医師
ベリーダンサー兼講師

着物体験&写真撮影
（体験の詳細）
カジュアル着物のスタイリング
簡易着付
写真撮影 
写真データお渡し

着物の楽しさ案内人 
ハンドメイド帯作家

30代～50代 女性のカワイイを引
き出す♥大人のロリータファッシ
ョン体験サービス。ロリータ服を
着て記念撮影ができます。数種類
のアイテムからお好きなものをお
選び頂けます。

大人のロリータファッション
アドバイザー

40代からも元気に、自分で楽な身
体づくりができます！肩こり・腰痛・
膝の痛みなど、簡単な運動で改善
するパーソナルレッスンです！レッ
スン後、心地好くなる運動です。

肩こり・腰痛・膝の痛み改善☆
パーソナルインストラクター

好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長、カメライター
かさこ
年間8万枚の撮影、年間90万字の執筆をこなす、写真も撮影できるライター＝カメライター。
国内外を取材・撮影するトラベルライター。年間160回以上の講義・講演をこなす、
好きを仕事にする大人塾＝かさこ塾塾長。月間約35万PVを誇るブロガー。著書20冊。
1975年生まれ、横浜在住。
出展内容：好きを仕事にする無料セミナー２回開催！（10：05～10：45、17：10～17：50）

涙腺破壊の名作の朗読とワークシ
ョップ。簡単な体操で普段あまり
使わない胆(はら)からの音を出し
てみましょう。参加者全員で作品
を群読。書かれた文章を話すよう
に読むコツもお伝えします。

筆もじスト小林佳織　異界絵師 
緋呂とともにかき上げるライブア
ートペインティング
筆もじプチレクチャー付き
みんなの力で創り上げます。どん
な世界が広がるか乞うご期待

3 42

1

小森谷薫 かとう きょうこ Tomoko 川崎加代子小林佳織小堀  望

Ｐａｌ しまひろふみ 鯰美紀
（なまずみき） 石橋伊久子 音香 雨野千晴

（あめのちはれ）ゆりりん

性被害女性の
駆込寺
カウンセラー

ラジオ
パーソナリティー



豊かな暮らしと心地よい空間を
テーマに活動するクリエイター

お客様の心に届くデザインを"オ
ンリーワン"で創作します（絵・絵
ハガキ・しおりなど）

「りすボニー」「でたでたうんこ」な
ど約8種類の絵本、マトリョーシカ・
ブローチ・缶バッチ・羊毛フェルト
置物など手作りオリジナル雑貨販
売。また、原画・絵葉書・手描きトー
トバックも。

動物イラストレーター＆絵本作家

＊かわいいイラストデザインのグ
ッズ販売！(ミニカード・封筒・バッ
ク・巾着・皿等）
＊各種デザイン（名刺・セルフマ
ガジン・LINEスタンプ等）制作受
付（フェスタ値段(‾^‾)ゞ）

デザインもできるイラストレーター

龍画展示販売とライブペイントパ
フォーマンス。画集、オリジナルオ
ラクルカードの販売。
筆もじスト小林佳織さんとのコラ
ボパフォーマンスワークショップ
もやります。

異界絵師

星空写真・動画の展示。星空写真
（2Lサイズ、およびA3サイズ）の
販売。360度全天球カメラで撮影
した画像を用いたVR画像・動画
の体験。

コンデジ星空写真家

これまで撮った絶景写真を展示
します。
フォトブックを無料でお渡ししま
す。

旅と暮らしの絶景カメラマン

iphone写真の好きな薬剤師

iPhoneで撮影した写真を展示し
ます。スマホ写真の楽しみ方をお
伝えします。コラボ企画のワーク
ショップではアプリを使って文字
入れをしてメッセージフォトを作
ります。

メイクを落とさず、お気軽に！ベト
ナム医道ディエンチャンは、器具
を使い600ものツボや反射区から
症状の根本をチェック！首肩の凝
りや目の疲れ、片頭痛など様々な
お悩みに好評を得ている。

顔を触ればあなたの不具合が
分かる☆顔セラピスト

今までの押したり、揉んだり、引っ
張ったりするケアとは真逆のさとう
式リンパケア。深呼吸をしながら優
しく触れて揺らすだけ。
10分で筋肉ふわふわに♡
お顔もリストアップ！

ペットと人のリンパケアセラピスト

《ダイエット応援♫ 驚きの！》
◎即効果,即実感 下半身やせ♫
◎艶ぽくなる小顔マッサージ♫
《10年前の体を取り戻す！》
◎10歳若返り♫
◎寂師のサビ取り♫

寂師

穴の開いていない天然石を使った
アクセサリー作成講座
天然石を選んで作るアクセサリー
参考にしたアイデアを超える方法
（アクセサリーを仕事にする事を
お考えの方向け講座）

オーダージュエリーデザイン
小量アクセサリーパーツ開発屋

世界に一つだけの大人可愛いハ
ンドメイドアクセサリーと小物の
販売のほか、春夏の着こなし・コ
ーディネートのアドバイス、簡単
なアクセサリーの修理・調整をし
ます。

アクセサリーコーディネーター
（制作・コーディネート）

おみくじ付き古本屋   直感文庫で
す。店主が直感のみで選んだ古本
の販売。本職イラストレーターの店
主が描いたオリジナルイラスト付
きのおみくじもひけます。

①わんちゃんや猫ちゃんとの相性
診断や悩み相談～愛犬占い～②数
秘術セッション～恋愛から仕事ま
でお悩み解決しちゃいます～③オ
リジナルのわんこタロットカード1
枚付きメッセージカードの販売

ルーペアクセサリー作家SONOMI

ゆらぎ世代の女性のための
Luminosono ルーペアクセサリー
上品なコットンパールとキラリと
光るスワロフスキーを組み合わせ
たロングネックレスにルーペを組
み合わせました

天然石を中心としたアクセサリー
の製作と販売。
昭和の香り漂うレトロな喫茶店の
ご紹介等も。

ユルい天然石アクセサリー作家兼
レトロカフェ部部長

あなたの目を見て感じたインス
ピレーションを筆文字にします。
お値段はお気持ちでお決めくだ
さい。1円～
2016年2月、路上詩人てんつくマ
ンに師事。台湾台北にてデビュー

筆文字路上詩人

エッセイ漫画、オリジナル雑貨の
販売。

エッセイ漫画家、イラストレーター

ポストカード(絵＆写真）販売
パステルアート原画販売
曼荼羅アート体験
開運未来流姓名判断鑑定予約　
バーバラフォント書きます！
「笑顔いっぱいに」セミナー

トーク冴えるパステルアート講師
笑顔の伝道師

よっしーの「強く押すメガネ」を
かけて記念撮影！写真アップOK
の方にはもれなく「強く押す」プ
レートを進呈。禁断の「非常ボタ
ンを強く押す」体験、予測不能な
抜き打ち防災訓練も同時開催！

オモシロ消防訓練屋

文具コンシェルジュ＆カメランナー

来る2020年の東京オリンピックの
日本のお土産として買って帰りた
くなるような便利でデザインの優
れた文具の紹介と販売、同時に日
本の自然が織り成す風景の写真
展示もございます。

・世界一周おやこ旅写真の展示
・費用、持ち物、現地での体験談
・ポストカード、写真集、名言集の
  販売
・講演、旅ライター、ラジオ、
  旅フェスタなど活動紹介

おやこで世界の自然・文化を体験♪
世界一周母子旅トラベラー

アウトドアのプロが考える災害時
必携「カバンに入るアウトドアグ
ッズ」の紹介と使い方。希望者に
は販売（後日郵送）。日本や世界
の自然写真の展示と紹介。ポスト
カード販売。

大人から子供まで楽しめる 
人と自然をつなぐ登山ガイド

独身男性向けに、
①100人の美女と友達になる方法、
②その美女をデートに誘い出す
LINE術、③ベッドを共にする戦略、
などを無料でコーチ致します。
（1時間まで）

カワイイ彼女を作りたい
30代独身男性のプロ合コンコーチ

韓国伝統工芸のポジャギの作り
方をもとに、それぞれテーマがつ
いた作品です。全て世界でひとつ
だけの、オリジナルデザインです。
ご自分にぴったりくる作品を見つ
けていただけたら嬉しいです。

メッセンジャーアーティスト＆
SF不思議小説作家

【親子で楽しめる食べ物のうた】
ワラビーズの食育ロックコンサー
トを2回開催！【グッズ販売】ブース
ではCDやオリジナルグッズを販
売【出張相談】食育ロックコンサー
トのご相談会

八百屋ではたらく食育ロック
ボーカリスト◆ワラビーズGt,Vo

快適な住まいは夢を加速させる！
◎かたづけができるようにしたい
◎自宅での仕事をはかどらせたい
◎自宅サロンを素敵にしたい
など。建築士が現状診断＆改善方
法をアドバイスします。

1セッション15分のエニアグラム
の性格診断を元にした「愛の形診
断」と雑誌やパンフレットの写真
を切り貼りするミニコラージュセ
ラピーを行います。

かさこ塾フェスタ 東京 個性満開！色とりどりの出展者61名!!
個性豊かなおもしろい塾生61名が一堂に会します。あなたが興味を引かれる人、気になる仕事はありますか？そんな人や事、ハートに出会えるまたとない機会です！塾フェスタ、そしてオフ会、ぜひお気軽に遊びにきてください！

2017.4.16 (日) 東京 浅草橋 ／ 東京文具共和会館
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(芦田久子)

Narunaru さささとこ ビューン ヒロミ 緋呂 安江隆広 あさひ ゆうこ



イラストレーター / 直感研究家

おみくじ付き古本屋   直感文庫で
す。店主が直感のみで選んだ古本
の販売。本職イラストレーターの店
主が描いたオリジナルイラスト付
きのおみくじもひけます。

①SNSをお洒落に！スマホで手軽
に英語メッセージフォトワークショ
ップ②話せる英語が大爆発！ディー
ナさんの英語相談500円/15分（要
予約）③ドイツ木のおもちゃ＆フィ
ンランド雑貨販売

生きた英語を目指す
子供のおうち英語ナビゲーター

☆サンキャッチャーの販売☆
＊窓辺タイプサンキャッチャー
＊スタンドタイプサンキャッチャー
＊バックチャーム、ストラップ
＊チャーム、その他

サンキャッチャー作家＆講師

セミナー「今日から始める護身マ
ナー」にて、女性が痴漢等の被害
を避けるために役立つ情報をお
伝えします。ブースではオリジナル
護身グッズの販売をいたします。
ぜひお立ち寄りください！

女性のための護身マナー講師

茨城栃木を拠点に、捨て犬の新し
い飼い主を探す保護活動をして
います。わんこよろず相談で犬の
こと話したり（無料）、可愛い仔犬
のポストカード配布中。保護犬の
存在を多くの方にお伝えします。

すべての犬の幸せを願って
保護活動中☆わんラブ

セルフマガジンをこれから作りた
い、途中まで作っている、またはリ
ニューアルしたいと考えている方
へ“制作アドバイス”をします。マ
ガジンの構成やページの見せ方
などお気軽にご相談ください。

編集者、ライター、 
上級終活カウンセラー

わんちゃんと愛犬家のための
占いセラピスト

①わんちゃんや猫ちゃんとの相性
診断や悩み相談～愛犬占い～②数
秘術セッション～恋愛から仕事ま
でお悩み解決しちゃいます～③オ
リジナルのわんこタロットカード1
枚付きメッセージカードの販売

貴方のソウルからメッセージをお
伝えします。ACSソウルリーディン
グ30分3000円　やまと式数霊術で
人生の処方箋を作成します。30分
3000円　メモリーキャンドル販売

アルビノ ヒーラーアイドル
スピリチュアル コンシェルジェ

化学的に検証された無農薬の安心
なメディカルアロマオイルブレンドク
ラフト（皮膚に塗布して使用）
・花粉症ブレンド  
・リラックス&熟睡ブレンド
・生理前や更年期 安定ブレンド 等

本当のあなた解放メモリーオイル
&メディカルアロマアドバイザー

夢や願いを叶えるサポートをしてく
れるアンシェントメモリーオイルを
あなただけのオリジナルブレンド
でお作りし 綺麗なガラスの小瓶に
詰めてお持ち帰りいただきます。

夢サポートセラピスト

「理想の相手に出会う50個リスト」
書き方使い方セミナーでは、アラ
フォー婚出来た秘訣をお伝え！生
年月日専用オリジナルメモリーオ
イル販売＆一歩踏み出す勇気を
持てるリーディングセッションも！

アラフォーからの婚活！＆ 
しくじり人生逆転アドバイザー

「もっと商品を広めたい！」方向け
の【一人広告代理店】。売上・集客
アップに特化し、コンサルから企
画制作まで行う。「このままでいい
の？」と気になる方はHP広告診断
やお試しコンサルまで。

集客コンサルタント＆
セールスライター

おかたづけから住まいづくりまで
コーチングする建築士

快適な住まいは夢を加速させる！
◎かたづけができるようにしたい
◎自宅での仕事をはかどらせたい
◎自宅サロンを素敵にしたい
など。建築士が現状診断＆改善方
法をアドバイスします。

・骨格診断
診断結果をもとに、どんな洋服や
小物を選んだらいいのかのアド
バイスいたします。
・自作の服の展示（骨格タイプ別）

カラー診断・骨格診断を使った
オーダーメイド服装作家

①商標セミナー：事業者の方を対
象に商標セミナーを行います。事
業における商標権の役割を説明
します。②知財相談：知的財産に
ついてお悩みの方を対象に知財
相談を行います。

IT・ビジネス弁理士

15年をかけて習得した主婦向け
の時短についての相談と、在宅事
務代行のパイオニアがお送りする
事務効率化アドバイス、「願いが
叶う」と評判のアンシェントメモリ
ーオイルの販売を行います。

主婦の時短を可能にする
仕組み家事プランナー

自分の夢ややりたいことをやれる
ようにするワークと自分をもっと
知ることのできるワークをご用意
しています。もっと自分らしく、自由
に人生を楽しめるきっかけをご提
供致します。

人間関係改善アドバイザー
ストレス軽減＆メンタル強化サポーター

世界初のアクティブ・カラーセラ
ピー。直感で選んだ色から本音を
自らの言葉で紡いで、ありのまま
の自分を認めるとあなたらしさが
輝き始めます。10分・30分・60分
のコースがあります。

アクティブ・カラー協会代表

ペットロスと女性専門
心理カウンセラー

1セッション15分のエニアグラム
の性格診断を元にした「愛の形診
断」と雑誌やパンフレットの写真
を切り貼りするミニコラージュセ
ラピーを行います。

ルノルマンやタロットの占い鑑定
悩み事相談の他、今後の運勢の
流れを垣間見ることもできます。
願望実現をサポートするパワー
ストーンアクセサリーの販売。

夢を形にする占い師

あなたの名前と年齢を聞くだけで
あなたの魂が、今あなたに一番伝
えたいメッセージを受け取ってお
伝えします。
※お悩みに答える形のリーディン
グではありません

薔薇の魔法師・サイキックミディアム

東洋占星術（四柱推命・姓名判断
・周易）によるお試し鑑定。（30分
3,000円）
※リピーターの方は相性鑑定も
承ります。
天珠アクセサリー販売（2,000円～）

昭和歌謡とアニソン好きの占星家

ネガティブなエネルギーをポジテ
ィブに変え、電磁波も軽減すると
言われる“オルゴナイト”販売（イ
ベント価格1個1,000円～）サイキ
ックオラクルカードセッション（20
分3,000円）

オルゴナイト作家・ココロの通訳

タロット鑑定
ゆめよみ（未来の絵を描いタロッ
トでよみとくセッション）
ワンポイトモテメイク

メイクもできるタロット占い師

個性満開！色とりどりの出展者61名!!
個性豊かなおもしろい塾生61名が一堂に会します。あなたが興味を引かれる人、気になる仕事はありますか？そんな人や事、ハートに出会えるまたとない機会です！塾フェスタ、そしてオフ会、ぜひお気軽に遊びにきてください！
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菊地さちよ速水史子 香 奄海るか ほうげつあきよし くばらるーしー

佐藤百世 松田友紀子 たけ 山田亜希子 とくちゃん(渡部和光) 吉原 峰子

水樹 あさ美 きゃさりん 瓜彩 智香 いけけい(池田景) アニータ江口Erica

みやれいこ ディーナ新美 アトリエ＊マイマイ さゆみ 岩田陽子（チャコまま） 櫻木よしこ




