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開演
星空 旅人-kehogi 星空の旅2022上映①
親子でミニライブ①
親子でミニライブ②
お楽しみ抽選会
 （15時までに入場された方が対象です）
Kanon Xmasライブ
星空 旅人-kehogi 星空の旅2022上映②
閉演

10:00
12:00
13:30
15:30
16:00

 
 

17:30
19:00

スタンプラリー&プレゼントもあるよ！

Instagram HomepagefacebookLINE

IN
人とつながり歓びにフォーカスしましょう！

占い・その他のブース ヒーリングブース

2022 癒やしフェス
わらい どう

2022.12.18（日）

星空 旅人-kehogi
　星空の旅2022
　　
 　 星空のお話と写真・動画の上映。
　　煌めく星空、美しい九州　旅してみませんか。

10:00 ～ 19:00
福岡国際会議場
2階多目的ホール

主催　陽だまり笑堂
後援　一般社団法人デライトオブシェイラ 森キュアらぼ

　カーサ・スーパーバイザー・イン・ジャパン
　一般社団法人デライトオブシェイラ 代表

森 貴浩
カーサクリスタル販売

会場レイアウト

スケジュール

販売ブース

占い 手相 タロット マヤ暦 アロマ
エネルギーヒーリング スピリチュアルカウンセリング

カーサクリスタル販売 歌とピアノのミニライブ
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(一社)デライトオブシェイラ
森 貴浩(もり たかひろ)
カーサクリスタル販売

開運鑑定士 スピリタルみつこ
スピリタル みつこ(すぴりたる みつこ)
魂のパトロン(守護霊)鑑定
＆前世リーディング

fauna
兵藤 �紅(ひょうどう みく)
①シャーマンチャネリング
②シャーマンピュリファイ
③Vega(織姫星)ヒーリング ④加工品

真白 ゆかり(ましろ ゆかり)
赤峰 愛理(あかみね えり)
算命学、手相、オラクルカード

音波(波動)セラピー
早志 陽一(はやし よういち)
音波(波動)セラピー

aroma_plumeria
清家 奈緒(せいけ なお)
数秘＆カラーセッション
アロマカウンセリング

TAKAKO
田森 貴子(たもり たかこ)
ネイティブ・アメリカン
カードリーディング
アートセッション

前世鑑定～過去からのメッセージ
吉田 翠香(よしだ すいこう)
①前世鑑定 家族 仕事 恋愛
②心理カウンセリング
③ヒーリング

KAMI・職人 takako

Over The Rainbow

虹色の雨

癒しの空間 くおんの�(すばる)

静かな時間(しずかなとき)

坂田 貴子(さかた たかこ)

藤井 美香(ふじい みか)

真野 桜�(まの さくらこ)

高崎 真宙(たかさき まひろ)

高瀬 玲子(たかせ りょうこ)

スピリット☆ヒーリングspa(インナー
チャイルドの癒しとチャネリング)

 

オラクルカード
タロットカード

チャネリング

トートタロットリーディング
＆チャネリング

メッセージHAKONIWA
 

①ストレスケア
②KANAIプレートアート

③ケーキ販売

先着150名さまに
レムリアンシードクリスタルを
プレゼント！　

抽選でカーサクリスタルを
プレゼント！

近藤 瑠美(こんどう るみ)
近藤 瑠美(こんどう るみ)
おでん・お弁当販売

連堂 紗來(れんどう さら)

サクランボカフェ

連堂 紗來(れんどう さら)

松浦 恵子(まつうら けいこ)
梅野 晴美(うめの はるみ)

ディヴァイン・ヒーリング

パン・お弁当販売

雨の森
吉田 ゆみこ(よしだ ゆみこ)
クリスタルボウル
音叉サウンドヒーリング
お手当ヒーリング

Maholo Yuta(まほろ ユタ)
沢織 寧音(さわおり ねね)
①マインドフル・ニューロ
②シェープ・チューン
③マルデク星エネルギー施術

そよ風の調べ
吉村 敦子(よしむら あつこ)
カムナヒーリング

竹布アドバイザーNoriko
矢野 典子(やの のりこ)
TAKEFU(竹布)製品物販
(マスク、ストール、スパッツ等)

音言triangle
波平 一恵(namie)
マヤ暦セッション
OSHO禅タロット

スマイルカラー☆野中 香奈子

星空の旅2022しゅう☆る☆るうきぃ

haro(ハロ)

癒しパワー 楽

healingroom Ange

宮野 航�(みやの こうへい)

天女ヒーラー 古賀 加代子

親子でミニライブ

1111

Unity of Orion

野中 香奈子(のなか かなこ)

星空 旅人-kehogi(ほしぞら たびと-けほぎ)中村 京子（なかむら きょうこ）

薫琉(くゆる)

福永 志保(ふくなが しほ)

高梨 純佳(たかなし あやか)

宮野 航�(みやの こうへい)

古賀 加代子(こが かよこ)

夏川 紗智乃・てつこ
(なつかわ さちの・てつこ)

歌とピアノの演奏

カノン(かのん)

島野 夏祈(しまの なつき)

カラー№鑑定
マイレボリューション・アロマ

オラクルカード等

自身で撮影した星空写真・動画の上映による
星空解説
心地良い音楽と共に星空を旅していきます

アニマルコミュニケーション
アクセスバーズ、犬猫首輪販売

マクラメ編みジュエリー販売

タロットカード
手相

外気功による施術

オラクルカードリーディング
チャネリング

ミディアムシップ

ディヴァイン・ヒーリング

天女ヒーリング

①ソウルコントラクト・リーディング
②ディヴァイン・ヒーリング

③プロキオンワーク ④パワー呼吸

オリオン星からのエネルギーヒーリング
＆チャネリング

 

締め切り
抽選

15時
16時～

134g 668g （約8〜20g程度）

249g1117g

23 ココペリの音（ね）
馬込 加代子(まごめ かよこ)
①マヤ暦セッション＆チャネリング
②生命の樹


