
個性豊かなかさこ塾生が
全国から函館に集結!!

土

場所：函館市地域交流まちづくりセンター

会
場
コ
コ
！

駐車場の詳しい位置はホームページで！

会場のご案内かさこ塾長の"かさこ"って？

撮影と執筆をこなすカメラマン＆ライター。
個人活動紹介冊子＝セルフマガジン編集者。
心に残るメッセージソングライター。
1000名超のリアル＆オンラインサロン。
13冊の写真集他20冊の著書。
原発ドキュメンタリー映画「シロウオ」監督。
冊子「かさこマガジン」無料配布。
ミスチル、猫、卓球好き

好きを仕事にする
セルフブラン
ディング＆ブログ
術を教える
かさこ塾主宰。

駐車場２時間無料

10:00

11:00

12:00

15:00

14:00

13:00

17:00

16:00

10:10～10:40

12:50～13:50

14:00～14:30

企画運営 かさこ塾フェスタ運営委員会
お問い合わせ kasakotaka@Hotmail.com

イベント情報・出展者情報
続々更新中！
WEBもチェックしてね→

セミナー・ワークショップ
タイトル横のアルファベットや番号は

チラシ内側・出展者紹介と連動しています★

かさこ塾フェスタはどんな人でも楽しめます！

好きを仕事にしたい人 好きを仕事にしている人 人生をもっと楽しくしたい人

実際にスキを仕事にしている
人に出会うチャンス！

いろいろな人の話を聞こう

ブラッシュアップのチャンス！
個人最強の営業ツール

「セルフマガジン」を手に入れて！

日常を楽しむヒントや
自分の「好き」に気づくチャンス！

小さな非日常を楽しんで

※金額表記が無い場合は無料
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10:50～11:20 B

11:30～12:00 C

16:00～16:30 I
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12:10～12:40 D

14:40～15:10 G

15:20～15:50 H

10:50～11:20 事前予約優先30分2000円 ※13:00との
両方参加は合計3000円 a

11:30～12:00 事前＆当日予約 b

13:30～14:00 当日予約 e

12:50～13:20
30分2000円 ※11:10との
両方参加は合計3000円 事前予約優先 d

12:10～12:40 ç当日予約

14:10～14:40 1つ1000円 f事前＆当日予約



かさこ塾塾長
メッセージソングライター

誰にもマネできない！
抱腹絶倒のお絵かき 500円
生き方に悩む人の心に刺さる
ギター弾き語りライブ 無料

バッチフラワーエッセンス
療法家

悩みの原因となるマイナス感情
や悩みグセを改善するバッチ
フラワーエッセンス相談体験を
20分4000円でご提供します。

耳からカラダとココロの
変化を読みとる耳よみ師

手相もわかるアロマサロン
函館代表 ふわりあん

【かさこマガジン９】でも紹介
された，気持ちが明るく前向き
になると評判の開運手相＆人相
リーディングを２０分
２，０００円で行います。

素肌･心･片付けの
ワンストップサポーター

素肌・心・片付け・健康相談
30分 1000円
～どこから整える？～
もやっとしているあなたの日常を
応援！

フォト＆ヒーリング M

風景写真ポストカード等販売
音叉ヒーリング体験 10分1000円
音叉の音と振動、ヒーリングにて、
ココロと身体をリラックス

アイシングクッキー
作家＆講師

・プレゼントにぴったり
「アイシングクッキー販売」
・粉砂糖のクリームで絵を描く
「アイシングクッキー体験」
1枚620円

ベビー＆キッズカメラマン

かさこさんをイメージした
当日限定なpink pink pinkブース
で2カット2000円で撮影します！

カラーdeサンキャッチャー
認定講師Kana

心ときめく本物の輝き✨
オンリーワンサンキャッチャー作り
・ストラップ（約20分）1000円
・ミニサンキャッチャー（約40分）

2500円～

カラー×あみぐるみ
セラピスト 夢の仕立て屋

心の奥を知り、生きやすさを
見つけるカラー×あみぐるみ
セラピー 20分 2000円
(ヒーリングカラーメッセージ
付き)

桃香のみらくる☆
アトリエ

アニメ風似顔絵☆あなたを
アニメ風に変身させます！
デジタルカラー1枚1000円
（10～15分）
ポストカード販売1枚100円

フォトグラファー

スタジオ撮影クオリティの
プロフィール写真を撮影します！
データ3カット3000円～

人生を輝かせる
魔法伝道師 YUNIKA

願いを叶える後押し！
今大人気のアンシェントメモリー
オイル☆ミニスプレーWS.1500円
オルゴナイト、アクセサリー販売
.1000円～

マッドITキッズ養成機関
「自由研究研究所」所長

マッドサイエンティスト風の
世界征服を企む悪の博士。
スマホソムリエが贈る、家計の
通信費節約アドバイス！
本当はプログラミング講師(笑)

カラダ愛好家／
ピラティストレーナー

セミナー▶知っとくと便利すぎる、
一生一緒のカラダの仕組みを
お伝えします。
WS▶座ると疲れるって？
快適な座り方を伝授します！

氣づきの処方せん

･使命,天命,才能,役割を知る
体感型セッション5000円
･ハンドメイド販売 商品に価格表示
･小物浄化&エネルギー注入500円

体のサビを取る寂師
（さびし）

体のサビを取る日本で唯一の寂師
顔のサビを取る 小顔コース
太もものサビを取る下半身やせ
コースを提供します 2千円～

サイキックカードリーダー
&釣り具アクセサリー

サイキック能力でのカード
リーディングと、釣り具&
羽根のアクセサリーの販売。
希望者にはリーディング
イメージで製作します。

シャドーボックス
SAKURA

紙の彫刻と言われる
「シャドーボックス」を
2,500円で体験出来ます。
（絵柄は数種類の中から選べます）

プロフィールカメラマン

あなたのビジネスプロフィール
写真は大丈夫ですか？
プロフィール写真を使った
ブランディングについて
お伝えします！

A

7

9

d
a

F

e

B

三上 裕司

常設のショップ型体験
数名を対象にした時間別の体験
ステージ型のパフォーマンス等

かさこ

みっち～

本田菜々子

よしだひろふみ

こはる

愛子 むろぞの剣心すぎさわ かよ

いけだ かな

身体とココロをリフレッシュ！
耳リラクゼーション15分・1500円
スワロフスキー使用！
耳ジュエリー(両耳で2粒)1500円

MAKI

西岡さくら

Sol

町野 健

さいとう やすこ みらくる☆桃香

郡山美穂子

しなのり

中江 弘美 磯貝 由香
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愛と幸せを結ぶ天然石
アクセサリー作家

天然石を数本の紐で編んで作る、
マクラメアクセサリーを
販売します。
ピアス・ブレスレットなど
2000円～。金具交換無料。
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ズバっとわかる
占い師

どんな悩みもズバッと解決する
ホロスコープ・数秘・
フラワーエッセンス占い
20分5500円

6

えがおのたね

釘も板もいらない糸掛け
コスモサークルを作成。
選んだ糸の色から心と向き合え
る色のメッセージ付き
３０分 １，０００円
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函館情報局 管理人

函館山の麓、
地域交流まちづくりセンター
にて市民活動の支援、
移住定住サポート等のかたわら
SNSで函館の旬情報を発信中。

茎沢 直子

D23

占いを，もっと身近にする
占い師

千葉県鴨川市在住占い師メイ
です。占いを身近に感じれる
ように伝えます！

占い師メイ

15
G

昭和歌謡とアニソン
好きの占星家

①未来の進み方を指南する易占
タロット読み20分2,000円～
②心の棚卸しで生き方を整理
する四柱推命20分3,000円～

ほうげつあきよし
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スピリチュアルコンシェルジュ
＆アルビノヒーラーアイドル

スピリチュアルをリアルに使い、
本当の自分を生きる為、貴方の
本音を導きます。

きゃさりん

2

I

※ワークショップ、セミナーの開催時間は裏面を参照
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階段→

エレベーター↓

セルフマガジン

2階

星見かおる

Polaris摩妃子(まいこ)

川畑 ゆか
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