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43 レインボーサイクロン ボディ・フェイスペイント、その他お楽しみ★

クリシュナのセラフィムヒーリング&コンサルテーション カウンセリング、カードリーディング、エネルギーワーク

にゃんこの手もみや ハンドマッサージ＆セラフィムヒーリング

asagiri healing room　～アサギリヒーリングルーム～ シータヒーリング・レイキヒーリング・フラワーエッセンス体験・マルセイユタロット・お財布ヒーリング

フラガールOhanaのLOVEカウンセリング 夫婦修復カウンセリング・統計学

おうぢの足もみ ボディーワーク

写真でひらめく『きみだけのうた』 インスピレーションメッセージ

ハートセラピー.ピンクローズ ボイスカラー

くまこ セルフカードリーディング

All Love Card All Love Card

曼荼羅アート　らんたん 曼荼羅アート

ユッキーの禅タロット 占い

凛空＆EspRire エネルギー整体

ハートドロップ／　アンジー・カーナ タロット・シータヒーリング

カウンセリング　anemone ホロスコープリーディング　カードリーディング

Crystal breath タロット・チャネリング

かぼちゃ企画 石読み（石のリーディング）カードセッション等

光のタロット☆タローデパリ カードリーディング

ヒーラー☆奈良のおっちゃん 小顔ヒーリング

愛と笑いのオールラブセッション♪ カードセッション＆おしゃべり＾＾

葱ん家　お絵かきアニマルコミュニケーション アニマルコミュニケーション

しあわせ銀河出張所 シータﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｴﾈﾙｷﾞｰﾋｰﾘﾝｸﾞ

いやし処　心結の部屋 癒し

神戸 鈴（かんべ りん）＆Manasa（まなさ） カラーキューブセラピー

舞ちゃん・よっちゃん・朝ちゃんのブース カウンセリング・小顔整体・占い

lull(ラル) シータヒーリング

万屋feat.kumi 禅タロット

LE･PAPE マルセイユタロット

Harmony／Sun Light～Heart タロットリーディング　ヒーリング　／　インナーチャイルドカードリーディング　占星術　TCカラーボトルリーディング

天谷勇介 ＆ 八木なるみ 恋愛カウンセリング・直感カードリーディング・チャクラヒーリング ／ シータヒーリングほか

petits.pois オイルトリートメントハンドマッサージ

真央☆天使からのメッセージ☆
真央☆天使からのメッセージ☆
 チャネリング系 カード系

タローデパリ 占い

万屋ヒーラーのざっくりヒーリングとざっくりお水のカウンセリング スピリチュアルヒーリング

ゆみことゆきこ～じゃじゃじゃのめ～ タロット・アニマルコミュニケーション・アロマハンドマッサージ

魔法のパステルレッスン♪ パステル和アート

couleur harmonie(カラーハーモニー) 数秘&カラーセラピー

元気が出る手相占い 手相占い

どんちゃん&ひろりん ボディケア

和　なごみ カードセッション

1

ブース名 出店ジャンル

がね亭＆Nostalgia＆カルチャースペース豊中服部 ヒーリング＆アロマハンドトリートメント＆オーラ撮影

和笑（ほのえみ） 手相占い・タロット占い
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『レインボーサイクロン　スピンオフ』ブース配置図
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休憩スペース 

出入口 



定員   ８名様

※お申込み受付は、各ワークショップブースにてお願い致します。

※ワークショップ参加には『受け放題チケット』が必要になります。受付時にご提示をお願い致します。

所要時間  30分程度  

 
定員   ８名様 所要時間 30～40分   

所要時間   60分程度
  

定員   ８名様

 15：30～
 ３０秒でモデルのような、
カッコイイ歩き方に変身ワークショップ   14：30～  どんちゃんの耳たぶ体操

 ３０秒でモデルのような歩き方が出来るワーク。
 今回は心身ともにモデルのように、なっていただき
ます。
 歩き始めた瞬間から貴方はモデルです。

体がポカポカ温まる未病と若返りの「耳たぶ体操」
ショウガシロップの作り方レシピプレゼント！

13：30～ Body ダイレクション 

身体のセンスを上げるエクササイズ♪
身体とエネルギーの中心「えな」から身体の隅々ま
でを意識した、「えな気功」や「ストレッチ体操」などを
織り交ぜてのエクササイズをします。

あなたは、知ってましたか？
 「身体」は、これまで踏まえた「今この瞬間のわたし
自心」を現し見る「鏡」だってこと。

 心と身体は同じ。
わたしの身体は、 「わたしの心」と「わたしの周囲環
境(世界)」との接点。
わたしの身体が変われば、感性(わたしの感じ方・
キャッチ力)が変わり、  思考(わたしの考え方・捉え
方)も変わります。

わたしの思考が変われば、 反応(わたしの言動と行
動)が変わります。
わたしの反応が違えば、わたしに対する周囲の反応
も変わります。
 私の【人生そのものが身体と同じ】ように変わるので
す。

このワークショップでは、 あなたが何か迷ったことが
あった時、どちらに向かえばいいか「答えを知ってい
る身体」と仲良くなる方法の、 ダイジェスト版体験し
ていただけます

所要時間 50分程度   定員   ８名様

 

11：30～ 天使の羽ヨガ＆指ヨガ   12：30～ あなたが創る『きみだけのうた』

天使の羽とも言われる、肩甲骨をほぐして、
心も体も軽やかになる♪
羽が生えたかのように、ご一緒に簡単な動き＆
呼吸を行ってみませんか？
お着替えやヨガマットも不要で、どなたでも、
簡単にできるイスを使用した動きを取り入れていま
す。

 いつもはわたしが、 その方にピッタリのオンリーワンな
 メッセージを贈る『きみうた』。
このワークショップでは、 参加された方ご自身で『きみうた』を
創っていただきます^^♪

テーマは『大切なあなたへ』
おとうさん、おかあさんへ 、 お子さんへ 、親友へ 、 パート
ナーへ
 ワンコさん、ニャンコさんへ、 お世話になってるあの方へ い
つも頑張ってるじぶんへ、、、
ありがとうやごめんね、大好きだよ、、、

 普段ちょっぴり照れ臭くて言えないようなことばも、サクサクと
コラージュしながらだと、 楽しくって不思議ときもちが開いてき
ます^^*

どれがいいかなー？ってワクワクしながら色や素材を選んだ
り、チョキっと切ってペタっと貼ったり、 ただこころの赴くままに
1枚の紙の上であなたを表現してください。
まるでこどもの頃の工作のように、 気づけばワクワクと夢中に
なっていることでしょう～(*^^*)

コラージュが終わったら、あなたの大切な存在へ、
 今一番伝えたいメッセージを、 うたにして書いていただきま
す！
 文法、とか、 日本語として、とか、 学校で習うようなテクニック
は ひとまずおいといて、 今のじぶんだけに伝えられるメッ
セージを『きみうた』を通しておもっきり表現してください^ ^

もちろん！
 詩なんて書いたことないわーとか、どんな風に書けばいいか
わからない、 うまく書けるか自信がない、 でも書いてみた
い！！

 大丈夫^^*
じぶんのなかに眠っているメッセージの 、引き出し方から文字
へのおこし方を、 しっかりナビゲートさせていただきます！
もちろん、どんどん湧いてくる方は自由にーーー楽しんでいた
だいてOKです。

このワークショップで、 作っていただいた『きみうた』が、
またどこかで、誰かとその大切な誰かの絆を
深めるちょっぴりお手伝いになれば、わたしもhappyです(*^^*)
 一緒に、オンリーワンな『きみだけのうた』作りましょう♪

所要時間 30～40分  

 
定員   ８名様

『レインボーサイクロン　スピンオフ』ワークショップ一覧

イベント開催中に、舞台上で行われるワークショップです。

こちらの参加費も無料ですので、ぜひ、ご参加下さいませ(*･∀･)ｂ

WSスペースA WSスペースB



がね亭＆Nostalgia＆カルチャースペース豊中服部ヒーリング＆アロマハンドトリートメント＆オーラ撮影

和笑（ほのえみ） 手相占い・タロット占い

元気が出る手相占い 手相占い

どんちゃん&ひろりん ボディケア

和　なごみ カードセッション

ゆみことゆきこ～じゃじゃじゃのめ～ タロット・アニマルコミュニケーション・アロマハンドマッサージ

魔法のパステルレッスン♪ パステル和アート

couleur harmonie(カラーハーモニー) 数秘&カラーセラピー

真央☆天使からのメッセージ☆ チャネリング系 カード系

タローデパリ 占い

11
【タローデパリは占いを超えた光のツール】まずは、あなたの生まれ持った素質や特性と今後のテーマや流れを読
み取ります。
そして、今この瞬間の自分に集中して、カードから新しい気付きを受け取り、望む未来に向かって新しい輝ける自
分へと変容していきます。通常価格30分3900円（レポート付き）を本日は無償で提供します。

7,8

子供さんからシニアまで、誰でも簡単!!指で描く魔法のお絵描きです♪
そのままのアナタで とびっきり素敵なアートが完成します!!
パステルの優しい色に触れると、心が まあるく調い癒されます♪
パステルで ますます心豊かな社会に貢献していきます♪
どうぞよろしくお願いいたします♪

9
カラーセラピー　インフニティー∞セッションは生年月日から導き出した魂の生まれ変わりの数字、過
去数、現在数、未来数と今必要な色を探すセッションです。

あなたの数字と色を知って新しい年を迎えましょう。

10 あなたを守ってくれる天使からのメッセージを
 タロットカードをつかってーお伝えします。

4
どんちゃん&ひろりんのボディケア
どんちゃんのエンジェルハンドケア、ハンドで優しく刺激して、手の平のスポットが開いたら水晶エネル
ギーを循環させます。
鍼灸師のひろりんのボディのパーツ別マッサージ。脈診もあるかも…。

5
和　なごみ　と申します。心と身体の両方からのアプローチをモットーとし、関西を中心として活動中で
す！
心身ともにすっきりをお届けします＾＾

6
ゆみこはタロットとアニマルコミュニケーション、ゆきこはアロマハンドマッサージ、
お互い出来ることは違うけど、あなたへの想いは一緒です(^-^)
   『あなたが笑顔で過ごせますように』
今日は笑顔で帰ってね(^_^)v

『レインボーサイクロン　スピンオフ』出店者様一覧

1

★がね亭★　ブログ→http://ameblo.jp/ganechan/  腕、または膝のポイント調整（四十肩もＯＫです♪）　5～10分程度
★Nostalgia★　ブログ→http://ameblo.jp/nostalgia-therapist/
レイキヒーリング、またはアロマハンドマッサージ（両手の平のみ）およそ5～8分    どちらかお好きな方を選んでいただけます♪
 ★カルチャースペース豊中服部【オーラ事業部】★　URL→http://www.beautyaura.biz/
チャクラバランスもわかるオーラ撮影１枚もの。簡単な解説付き

2
手相には、信じられないくらい人生のさまざまな情報が示されています。
タロットは占う人の心を映し出す鏡のようにそのときに必要なインスピレーションをもたらしてくれます。
手相、タロットにて皆様の良きガイドになれたら幸いです。

3
手相線を総合的に読み解きます。手相で開運。元気が出ます。
手相占いは数千年の歴史に裏打ちされた膨大なデータと確かな統計学があります。
貴方の秘められた可能性を読み解き、前向きに生きるお手伝いをします



万屋ヒーラーのざっくりヒーリングとざっくりお水のカウンセリング スピリチュアルヒーリング

Harmony／Sun Light～Heart タロットリーディング　ヒーリング　インナーチャイルドカードリーディング　占星術　TCカラーボトルリーディング

天谷勇介 ＆ 八木なるみ 恋愛カウンセリング・直感カードリーディング・チャクラヒーリング ／ シータヒーリングほか

petits.pois オイルトリートメントハンドマッサージ

lull(ラル) シータヒーリング

万屋feat.kumi 禅タロット

LE･PAPE マルセイユタロット

いやし処　心結の部屋 癒し

神戸 鈴（かんべ りん）＆Manasa（まなさ） カラーキューブセラピー

舞ちゃん・よっちゃん・朝ちゃんのブース カウンセリング・小顔整体・占い

愛と笑いのオールラブセッション♪ カードセッション＆おしゃべり＾＾

20
色彩心理カウンセリング「カラーキューブセラピー」
カラーキューブセラピーは色に意味を与えないかなり変わったカラーセラピーです。
お客様が色に意味を決めていきます。そうすることで心の中にある答えを引き出していきます。
カラフルで積み木のようなカラーキューブは、見たり触ったりするだけでも楽しいですよ♪

21
○乃花 舞　運気アップ・プチカウンセリング　15分～;20分
○よっちゃん　一瞬で小顔になる【龍脈小顔整体】　5分
○朝ちゃん　メディスンカード占い　10分～15分

22
オールラブカード、禅タロットカードのカードセッション
運命学から、才能と個性をお伝えします＾＾　あなたを笑顔にします♪
目からウロコの、愛と笑いいっぱいのさくらに愛に来てくださいね＾＾
子育て奮闘中のママ、ダンナさんや、彼氏ともっと仲良くなりたいあなた＾＾　　会いに来て～❤

17 kumi とmachiはイベント主宰のまっきぃから禅タロを学んだ弟子コンビです。
タロットリーディングとシータヒーリングを使いあなたのハッピーポイントをお伝えします。

18 ブースにてご確認下さいませ☆

19
今あなたが気になる色で過去からのメッセージ・未来の思い
今取り掛かる課題が・・・・・
そしてタローデ・パリのカードがあなたの内なるこころの声を観える・聴こえる・感じれる！！
ご自身の気付きから天地自然・宇宙からもご褒美をいただいてくださいませ。

14
◆天谷勇介（あまやゆうすけ）◆
あなたの恋愛・結婚を応援します^^    カードとヒーリングで、自然体で愛される女性になりましょう♪
ブログ：http://ameblo.jp/spiritual-happy-success/
◆八木なるみ◆
シータヒーリングほか　　ブログ：http://ameblo.jp/aioffice207/

15 アロマオイルでのハンドマッサージとレイキヒーリングのお店です^ ^
ぜひお試しになってくださいね！

16 ブースにて、直接ご確認下さいませ☆

12
夢を叶えるのは難しい理論ではありません。
単純明快！ざっくりと♪
レムリアンヒーリングとお水を使う神様からのお告げ的カウンセリングを提供させていただきます

13
◆タロットを使ったカウンセリング、リーディングでテーマを見たあとに、ヒーリング（QE）します。
    QEだけの希望も受け付けます！
◆インナーチャイルドカード＆（占星術による魂の課題も簡単見て行きます）
    カラーボトルリーディング等で 一緒に深い内面をみつめていきませんか。



　葱ん家　お絵かきアニマルコミュニケーション アニマルコミュニケーション

しあわせ銀河出張所 シータﾋｰﾘﾝｸﾞ・ｴﾈﾙｷﾞｰﾋｰﾘﾝｸﾞ

かぼちゃ企画 石読み（石のリーディング）カードセッション等

光のタロット☆タローデパリ カードリーディング

ヒーラー☆奈良のおっちゃん 小顔ヒーリング

ハートドロップ／　アンジー・カーナ タロット・シータヒーリング

カウンセリング　anemone ホロスコープリーディング　カードリーディング

Crystal breath セクシャルタロットとチャネリングセッション

曼荼羅アート　らんたん 曼荼羅アート

ユッキーの禅タロット 占い

凛空＆EspRire エネルギー整体

32 未来を自分で想像するためのヒントと気付きをともに教えてくれる禅タロット。
今あなたが感じている流れを自分の手で自由にかえてみませんか？

33
天空レイキを使ったエネルギー整体。
とてもやさしい手技でエネルギーが自然と馴染んでいくような感覚を体感してみてください。
あなたの状態に合わせた施術の流れになります。
オーラ状態のチェック・音叉調整・ひどいコリや違和感を取る・邪気払いなどを含みます。　 施術時間　約１０分

29
楽しい毎日のために心の奥を探求してみよう☆
西洋占星術と心の奥を写し出すカードリーディングを致します。

30

天然石の販売と精油を使ったセッションをメインにしております。
持前の透視能力、チャネリング能力を活かして、今回はセクシャルタロットリーディングを致します。
自分の中にあるセクシャルな部分を知ることで
閉ざされた自分の資質を見つけることができます。
自分の性に関する問題から、自分自身を知るセッション。一度お試しくださいませ。

31
あなた自身が描く点描曼荼羅
その曼荼羅からメッセージを読み取りお伝えします！
どなたでもすぐに描きます。サイレントヒーリング    点描曼荼羅
いちど、体験してみませんか？　http://ameblo.jp/tatajatataja/

26

未来を占わないこと、それはタローデパリの大きな特徴のひとつです。
今のあなたが、今何を選び、何を変えていくかを決めることで、これからの未来は無限に広がっていきます。
タローデパリでは、オリジナルのシステムであるインフィニットアルカナと、パリをモチーフにした美しいカードを用い
て、あなた自身の生まれ持った素質や特性をお伝えするとともに、"今のあなた"を鮮やかに映し出していきます。

27 ムクミもすっきり～～～！！
小顔だけでなく、首筋もスッキリ。。

28

☆タロット＋シータミニ体験☆
タロットカードは現在のあなたの状態を写し出します。タロットで観ることで本当の自分がどう思っているのか確かめ
ましょう！
鑑定後はタロットで気になったところへのヒーリングなどの、シータのミニ体験が出来ます。
★時間が限られますのでヒーリングができない場合もあります。（２５分程度）

23
ペットさんと　心と心の会話・アニマルコミュニケーションを、簡単なお絵かきを交えて行います
イラスト入の記録は　お持ち帰りいただける他にはない　ちょこっと変わったスタイル、身振り手ぶり顔
まねも　登場するかも!?ペットさんの生死は問いませんが、生後１年未満、お亡くなりになって四十九日
以前のペットさんは、お断りする場合もございます。

24

★シータヒーリング20分セッション
基本　シータ波になり　新年に向けての
☆神界からのメッセージのお伝え
☆ストッパー思考の掃除のお手伝いさせていただきます。
☆パワフルな無のﾋｰﾘﾝｸﾞも　体験していただきたいです。

25
☆お客様がお持ちの石をリーディングさせていただきます。石の声を聞いてみませんか？
☆毎年年末年始恒例オラクルカード3枚引きで来年へのメッセージをどうぞ♪



ハートセラピー.ピンクローズ ボイスカラー

くまこ セルフカードリーディング

All Love Card All Love Card

フラガールOhanaのLOVEカウンセリング 夫婦修復カウンセリング・統計学

おうぢの足もみ ボディーワーク

写真でひらめく『きみだけのうた』 インスピレーションメッセージ

クリシュナのセラフィムヒーリング&コンサルテーション カウンセリング、カードリーディング、エネルギーワーク

にゃんこの手もみや ハンドマッサージ＆セラフィムヒーリング

asagiri healing room　～アサギリヒーリングルーム～ シータヒーリング・レイキヒーリング・タロット

レインボーサイクロン お楽しみ色々☆ 

全ブースとも、受け放題です。　各ブースでご予約される際

※11時～13時30分までのご予約　：　11時～開始

※13時30分～16時までのご予約　：　13時30分～開始となります。

16時以降のご予約に関しては、基本的にご予約不可となりますので、ご了承下さいませ

41 にゃんこの手で手もみ肩もみ致します♪セラフィムヒーリングでまったりして下さい。

42

■□■□■ asagiri healing room～アサギリヒーリングルーム～の初のイベント出店！■□■□■
★シータヒーリングセッション（お一人：２０分）
「2014年、あなたの人生に新しい変化を！」をテーマにリーディングと思考の置き換えやダウンロードを致します☆
★レイキヒーリングセッション（お一人：２０分）
レイキヒーリングで、今年溜まってしまった気の流れ、今年のうちに流しちゃお！温泉に入った後のようなホッコリ感をぜひ味わってください
☆アサギリヒーリングルームのブースにお越し頂きセッションを受けて頂いた方には、京都のアサギリヒーリングルームでご利用頂けるクーポン券を差し上げます☆

43

☆よっすぃ～♪の
～HAPPYボディ＆フェイスペインティング～
 今日一日をhappyに過ごしましょう☆～（ゝ。∂）
 あなたの気分にぴったりな ペインティングでこのイベントを より楽しみませう～( ´ ▽ ` )ノ

☆その他、時間替わりで、色々セラピーしちゃいます
　どんな時間に、何が有るか？お楽しみに(≧▽≦)

38

今流行りのソフトマッサージとは異なり、本格的足揉みで足を刺激することによって、全身の器官や諸機能が活性化します。足裏の反射区を刺激することで、体内の神
経、内分泌、リンパ腺、体液を調整することができます。 深く揉むと確かに痛いです。その刺激が体を変化させていきます。揉み終わった後の爽快感・気持ちよさ・体が
軽い感覚・足が軽い感覚、まるで自分の体じゃない感覚は他では体験できません。老化は足からといいます。足は第二の心臓。冷えは万病のもと。すべて足からです。
いま、足を見直す時ではないでしょうか。足裏の反射区を刺激することで、体内の神経、内分泌、リンパ腺、体液を調整することができます。
病気を治すにはまず血液を治す・血液がきれいになれば病気は自然に治癒する・血液をきれいにするには循環に頼る・循環を良くするには足を揉む。
各細胞に必要な血液が正しく届けられると体は活き活き生まれ変わっていきます。信じられないことが現実に起こっています。自分の体の可能性一緒に確認しましょう。
体は資本です。崩れない身体、元気な身体、足もみで医者いらずの体を作りましょう。

39
言葉って時々不自由でうまく伝わらなくて、だけど純粋に、たった一言で救われたり、愛が深まったーってことありま
せんか？わたしはいっぱいありました！
あなたや大切な存在にピッタリなメッセージを写真と詩（うた）で鮮やかにコラージュした、『きみだけのうた』をお贈り
します。

40
熾天使セラフィムのヒーリングを軸に、しっかりカウンセリングさせて頂きます。
その上で、ポジティブな動機付けができるクロウカードリーディング、またはTao Oracle(易カード)を使います。
更に必要ならばキネシオロジーのテクニックやボディーワークも併用します。
コンサルテーション可能で、マッチングできそうな情報ありましたらシェアします。

35
くまこです。
くまこのセルフカードリーディング
綺麗なカードにうっとりしながら楽しくおしゃべりしましょう。

36 愛されてないと感じたり、愛されたいと願ったり、でもこのままのわたしじゃダメだと、自分をジャッジしな
いで、ありのままの自分を受け入れる方法や、あなたに必要なメッセージをお伝えします。

37

夫婦修復カウンセラーのOhanaは雑誌・TVで有名な鈴木あけみ氏の教えを元に男女関係のお悩み・
結婚のお悩みにお答えしております。
夫を伸ばす声掛け、浮気防止のために妻がすべきこととは？など恋愛・結婚のお悩みすべてに統計学を用いなが
らズバリお答えします
http://www.laulea-ohana.com/

34
マイクに向かって、あなたの声を聞かせて下さい。ココロからのメッセージを伝えます。


