NPO 法人 CLE 協会戸田校 木村碧色彩研究室主催

Color Lifelong Education

Colorful Festa in Toda

2015

FRI

open 10:00
close 16:00

入場
無料

( 最終入場 15:30)

戸田市文化会館 ２F 展示室
カラーライブ診断（500円） 当 日先着順

各種体験講座

木村碧＆武田実佳による『似合うピンク色ライブ診断』を
イベント特別価格で！ピンク色ストールをプレゼント！

予約制

CLE カリキュラムの体験講座、ワークショップを
お得に体験していただけます！

カラフルショッピング

ベースカラー診断（1,000円）当日予約制
パーソナルカラー診断（3,000円）

モテ色セレクトショップ、ストール、カラー教材販
売などバラエティに富んだ品揃い！

イベントならではの超お得な診断料でプロの診断を
受けられます♪

先着100名様にプレゼント！

すぐにベースカラー診断ができる
クリアファイルをプレゼント！
会場案内図

戸田市文化会館
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正面入り口にある
階段を上った右側が
会場となります。

戸田
市役所

COCOS

ＪＲ戸田駅

パンフラワー教室 展示会 ( 終日 )
戸田市川岸パンフラワー教室 『リトルハウス』の
生徒さんによる春を感じる作品展示会

戸田市文化会館
戸田市上戸田 4-8-1
ＪＲ埼京線戸田駅
下車東口より徒歩 7 分
戸田市役所向い

至大宮

至赤羽

※駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします

詳しい内容 & お問合せ先

WEB http://moteiro.com/colorful-festa.htm
Tel. 070-5085-8923 ( 都合により折り返しご連絡させていただくことがあります）

『カラフルフェスタin戸田市』へのご協力をいただきました企業をご紹介いたします。

プレミア税理士法人
11時～14時 輝く女性をピンクリボン運動でサポート♪
乳がん撲滅 啓発ブース

http://www.cle-color.net/

戸田市川岸 2-5-32-101 電話048-229-0074

カラフルフェスタ in 戸田市
Color Lifelong Education

FRI

open 10:00
close 16:00
( 最終入場 15:30)

戸田市文化会館 ２F 展示室

Colorful Festa in Toda
カラフルショッピング
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ＣＬＥ協会カラー講師によるスペシャルレッスン♪

モテ色セレクトショップ
★お洋服コーナー：着こなしバランスを重視したお洋服とお洒
落小物を集めました♪
★春色ストールコーナー：一枚で春へのシフトチェンジが
できちゃう優れものアイテムを集めました♪
ビーズアクセサリー教室 Ｌｕｃｅ （ルーチェ）
クリスタルガラスでできたピアスを限定販売♪
１セット 1,000円～
イアリングヘの無料交換も実施します。(2～3分)
CLEショッピングブース
プロの視点から
「あったらいいな♡」を形にした色見本や教材
ブースです。
★色見本 ★ディスプレイ ★ネイル見本など
（※一部ＣＬＥ有資格者のみの販売グッズがあります）

各時間 先着 10 名様限定！

終日開催

プリザーブドフラワーレッスン・春のローズＢＯＸアレンジメント
（1,800 円）< 浅香明子 >

終日開催

レカンフラワーで作るステキなインテリア額
（1,800 円）< 菊地亜紀 >

11:00 ～ 11:30 What's カラーセラピー？色の意味を知って生活に彩りを
（500円）
12:00 ～
当日予約制センセーション・カラーセラピー（20 分 1,000 円）
ヒーリングカラーボトル作成は別途 1,000 円 < 近藤智美 >

似合うピンク色ライブ診断イベント
♡プチメイク♡ピンク色のストールお土産付きで イベントスペシャル500円

11:00 ～ 13:00 Handmade体験☆シュガー＆コットンパールの華やぎネックレス
（1,800 円先着 10 名）< 松田智美 >

10:30～ CLE協会 戸田校校長 美色（モテイロ）コーディネーター 木村碧
11:30～ CLE協会 川口校校長 色の教室 ラ・ポルテ主宰 武田実佳

11:00 ～ 13:00 StampinUp! でサンキューカードをデコレーション
（約 20 分 1,000 円）< 定成裕子 >

カラフル体験講座

終日開催♪楽しいはじめてレッスン＆セラピーコーナー☆

11:00 ～ 12:30 絶対開運！手相講座（1,000 円開運お土産付き）< 梅澤知子 >

パール & クリスタルガラスで作るおしゃれネックレス
(ビジューつき1,500 円 )
ビーズアクセサリー教室 Luce （ルーチェ）佐久間琴音
所要時間 1h 程度 4 回の開始時間あり
ご予約→048-437-7385
心理セラピーカードでプチカウンセリング
大内式クリスタルボウル上級奏者
大内式心理カードカウンセラー
earth-crystal-music 里依
体験価格 20 分 1,000 円

11:00 ～ 12:00 カラー体験講座☆ピンク色診断＆プチメイク付き（500円）
14:30 ～ 15:30 < 羽成美知子 >
11:00 ～ 12:00 もう着膨れしない！似合うライン＆スタイリング講座（500 円）
14:30 ～ 15:30 < 井出亜紀 >
13:00 ～ 15:00 リバティで作るラッピングブレス（1,000 円 20 名様）
< 小池ひろみ >
13:00 ～

13:00 ～ 14:00 イメージを色で叶える、インテリア配色レッスン
（先着 5 名 1,000 円）< 山本文賀 >
14:00 ～

ピンクリボン運動

啓発ブース

輝く女性を応援！乳がん撲滅のための体験型ブースです♡

15 分で自分発見♪カラー数秘診断
（20 分 1,000 円 誕生日カラーのカード付）< 定成裕子 >

美＆健康ＵＰ！ミニ太極拳～風邪予防、冷え性対策～（500 円）
< 梅澤知子 >

13:00 ～ 14:00 NPO 法人 CLE 協会認定「ベースカラー診断士養成・体験講座」
14:30 ～ 15:30（カラーカード199a持参の方：500円、当日購入の方：1,300円）
<13:00 ～ 14:00 大澤由美子 ><14:30 ～ 15:30 武田実佳 >

11：00 ～14：00 戸田中央総合健康管理センター

さいたまカラフルフェスタ メンバー

● 主催者 ＣＬＥ協会 戸田校校長 木村碧色彩研究室 代表 木村碧
この度は皆様のお力を賜り地元戸田市にてカラフルフェスタを開催する運びとなりました。
厚く御礼を申し上げます。私達が所属しているＮＰＯ法人色彩生涯教育協会は、日々の暮ら
しの中に‘色’を取り入れるための色彩学をご提供しております。今回はその「チーム埼玉
メンバー」が結集しました。地域の皆様がさらにイキイキ元気に、
そして新しいことへのきっ
かけ探しの場になる、そんな地域活性プログラムになれば幸いです。
● プロデューサー ＣＬＥ協会 川口校校長 色の教室 ラ・ポルテ主宰 武田実佳

木村碧

武田実佳

浅香明子

菊地亜紀

私達の地元埼玉は、別名 「彩の国」ともいいます。そう、色彩を表す言葉がついているの
です！これまで都内にて開催していたカラーイベントですが、是非県内にて開催したいと考
え準備を行いました。多くの皆様にご参加いただき、色を楽しむ一日を満喫いただければ嬉
しいです。
● ＣＬＥ協会 浦和校校長 Rose Tree Color & Flower 浅香明子
● ＣＬＥ協会 川越校校長 Twincle Color 菊地亜紀
● ＣＬＥ協会 認定インストラクター 井出亜紀 （戸田市）
● ＣＬＥ協会 認定インストラクター 羽成美知子 （さいたま市岩槻区）
● ＣＬＥ協会 認定ベースカラー診断士 近藤智美 （戸田校卒業生 都内）

井出亜紀

羽成美知子

近藤智美

梅澤知子

● 協力 ＣＬＥ協会東京支部会 支部長 梅澤知子

