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主催：新しい働きかた推進協議会 運営：一般社団法人協会ビジネス推進機構　株式会社アイシーエス 

2018年3月17日（土）10:20～17:00（途中参加・途中退場は自由です）
参加費　3,000円（税込） ※同伴者一名無料
お二人でご参加の場合、一人あたり実質1500円で参加できます。
友人・ご家族をお誘いの上、ご参加ください。
※小学生以下無料（保護者同伴のみ）　
※キッズスペース、託児所のご用意はしておりませんのでご了承ください。

会場　大手町ファーストスクエア2F（RoomB+C）
東京メトロ千代田線 /東西線 /半蔵門線 /丸の内線 /都営地下鉄三田線「大手町駅」C8 C11 C12 出口直結
JR「東京駅」 丸の内北口から徒歩 4分

SMILE FESTA 2018は、好きなことを仕事にし、
自分のライフスタイルに合わせて働くということを、

見て、感じて、体験できるイベントです！

イベント内容

タイムテーブル

こんなことが得られます
・新しい働きかたを実践して、毎日をイキイキと過ごしている人に出会える
・あなたが好きなことや得意なことを仕事にするヒントが得られる
・あなたのライフスタイルに合わせた働きかたを知ることができる
・さまざまな出展団体のワークショップを体験できる

こんな人におすすめ
 ・好きなことを仕事にしたい！
 ・子育てや家事をしながら働きたい！
 ・やりがいのある働きかたをしたい！
 ・一緒に活動していく仲間がほしい！

体験ブース
10:20 ～ 17:00
お好きな時間にご参加いただけます。

体験ワークショップ（45分）
1 部 :10:30 ～ 11:15　2部 :12:45 ～ 13:30
3 部 :15:00 ～ 15:45　4部 :16:00 ～ 16:45

パネルディスカッション（60分）
1部 :11:30 ～ 12:30・2部 :13:45 ～ 14:45

・好きを仕事にするために絶対にやってはいけない３つのこと
・普通の主婦や会社員が、自分らしい働きかたを見つけるまでの10のストーリー
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❶ ❷
❾

10

❸ ❹

❻
❼ ❽
❺

テーマ
・好きを仕事にするために絶対にやってはいけない３つのこと
・普通の主婦や会社員が、自分らしい働きかたを見つけるまでの10のストーリー

お申し込みはコチラから
https://smile-festa.com/system/koza_entry?s=new&o=1&k=84

10:30～11:15
体験ワークショップ

1部

11:30～12:30
パネルディスカッション

1部

ワークショップ会場

A
セミナー形式（24名）

ワークショップ会場

B
テーブル席（16名）

ワークショップ会場

C
テーブル席（16名）

一般社団法人パワーストーンカウンセラー協会

あなたの願いを叶える！はじめてのパワー
ストーンブレスレットづくり体験ワークショップ

一般社団法人ジャパンストレスクリア・
プロフェッショナル協会

たった2つの質問で、問題を消して 上手く行かざるを
えない成功体質に変身させるストレスクリア体験

12:45～13:30
体験ワークショップ

2部

一般社団法人格上げおしゃれプランナー協会

ずるいくらい美人になれる！？
あなたの本来の魅力を引き出す
「印象格上げトレーニング」

一般社団法人日本ペーパーアート協会®

～あなたの贈り物を華やかに彩る～
ジャンボフラワー作り体験ワークショップ　

一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクール

「在宅秘書」って何？！ 子育てしながら
自宅で働き、あなたも輝ける新しい働きかた

15:00～15:45
体験ワークショップ

3部

一般社団法人キレイデザイン協会

「色」を使って夢を叶えるリズムカラー診断付
『キレイデザイン学未来デザイン体験ワーク』

一般社団法人日本キッズ食育協会

～子どもの心と身体とやる気を育てる！～
全国で引っ張りだこ、子どもの食育のプロ
『キッズ食育トレーナー』という働きかた

16:00～16:45
体験ワークショップ

4部

一般社団法人日本親勉アカデミー協会

時間がないワーママのための遊ぶように
楽しみながら勉強する子どもを育てる
学習法「親勉」体験

一般社団法人日本アスリートウォーキング協会®

運動ニガテ＆ぽっちゃりさんほど効果テキメン！
ダイエット・アンチエイジング・美脚＆美尻を
つくるためのアスリートウォーキング体験

一般財団法人日本キッズコーチング協会

子どもの気質を知れば 子育てがもっと
楽しくなる！キャラクターコーチング
 

13:45～14:45
パネルディスカッション

2部

【モデレーター】：前田健志
（新しい働きかた推進協議会代表）

【パネラー】

前田健志 本多めぐみ 大中美佳 佐々川咲菜 神戸裕美 原 奈緒美 神谷京子 山上昌代 齋藤美恵子 中根祐子 小笠原かおり

神谷京子 山上昌代 齋藤美恵子 中根祐子 小笠原かおり

【モデレーター】：前田健志
（新しい働きかた推進協議会代表）

【パネラー】

本多めぐみ 大中美佳 佐々川咲菜 神戸裕美 原 奈緒美

https://smile-festa.com/system/koza_entry?s=new&o=1&k=84


体験ブース出展団体一覧
新しい働きかたを提供している出展団体です。 　
出展団体ごとにブース参加者への参加特典 (プレゼント )を用意しています♪

「自宅でも仕事ができる！ TV 会議ツールで在宅勤務体験」
在宅勤務についての疑問・質問・相談に、現役「在宅秘書」がお答えします！

一般社団法人 シェア・ブレイン・ビジネス・スクール

ブース

4
実際に TV会議ツールを使って、在宅で働く様子
を体感頂きます。
北海道から沖縄まで、各地で活躍中の在宅秘書が、
あなたの疑問にお答え＆育児との両立の為の工夫
など、自身の経験を元にお伝えします。

参加
特典在宅勤務の適正や強み・悩みを
レーダーチャートで確認できる
在宅秘書適正検査シート

お湯で溶いてすぐお味噌汁ができちゃう「オリジナル味噌玉づくり体験」
～親子で一緒に楽しめます♪～"

一般社団法人 日本キッズ食育協会

ブース

8
お湯で溶けばすぐに味噌汁ができる「味噌玉」。お好みの具材
を使ってオリジナルの味噌玉を作ります。作るのは大人でもお
子さまでも可能です。大人の方が体験される場合は「子どもの
感覚体験」をしながら味噌玉を作っていただきます。体験費用
別途500円。先着50名様、なくなり次第終了となります。

参加
特典

お子様の食の相談
(食べない、食べ過ぎ、好き嫌いなど )

協会オリジナルの体験セッション専用のシートを使いながら
ストレスクリアのセッションを体験

一般社団法人 ジャパンストレスクリア・プロフェッショナル協会

ブース

9
たった 2つの質問で解決できなかった悩みが「解決」
できてストレスが解決できる。豊かな人生の楽園を創造
できる技術「ストレスクリア」
「なりたい自分になって思い通りに生きる」セッション
をするだけで 現実を創り変えることが可能に！

参加
特典自分が幸せになり
家族が幸せになる。
ストレスクリア動画

トランプで遊びながら歴史人物・漢字を覚えちゃおう！
遊ぶように楽しみながら勉強する「親勉」学習法体験会

一般社団法人 日本親勉アカデミー協会

ブース

10
親勉オリジナルトランプを使い、歴史人物や漢字
の部首などで遊びながら勉強できるゲームを体験
できます。親子が笑顔になる「親勉」を体験して
いただきながら、認定講師としての活動の魅力も
お伝えします。

参加
特典幼児からでもつかえる！
遊ぶように学ぶ！
親勉公式ポスター5種類！
(5,400 円相当 )

15 種類のパワーストーンを使ってあなたの今と未来を読み解く！
欲しい未来を引き寄せるパワーストーン無料鑑定

一般社団法人 パワーストーンカウンセラー協会

ブース

3
パワーストーンカウンセラーが、15 種類のパワー
ストーンを使ってリーディングし、パワーストーン
からのメッセージをお伝えいたします！
『今』と『ちょっと未来』を読み取るパワーストーン
鑑定を無料で体験！

参加
特典

子どもの可能性を無限に引き出すキッズコーチング体験

一般財団法人 日本キッズコーチング協会

ブース

7
協会オリジナルチェックシートを用いた診断およ
び育児に関するご相談。
認定講師たちが実際にお話させていただきますの
で、働き方をイメージするのにもぴったりです。

1. 子供の気質タイプ評価シート
2. 子供の取扱説明書アドバイスカード
3. 協会オリジナルバック

自分の顔やスタイルから自分本来の魅力を知る！『印象格上げ体験』

一般社団法人 格上げおしゃれプランナー協会

ブース

2
格上げ顔診断＆骨格タイプ診断無料体験
自分の顔の数値や、スタイルから本来持っている
良さを知り、自分本来の魅力に合ったファッショ
ンやメイク方法が分かります。

参加
特典 お似合いになるファッションが

遊美ながら覚えられる
「格上げトランプ」＆
顔診断 bookプレゼント

ウォールフラワー＆フレームアレンジメント作ってみよう♪
～自分も周りも癒すペーパーアート体験～

一般社団法人 日本ペーパーアート協会

ブース

1
自分の心を癒すばかりでなく、周りの人たちも癒
すことのできる、温かいセラピー。ペーパーアート。
その技術を使って今話題のウォールフラワーやフ
レームアレンジメントをお作り出来ます。

参加
特典手作りのペーパーフラワーが付いた
ピンチマグネット
【先着 20 名様】

運動ニガテ＆ぽっちゃりさん必見！
年齢別ダイエット成功の心拍ウォーキング体験☆

一般社団法人 日本アスリートウォーキング協会

ブース

5
～科学に基づいた効率の良いウォーキング～
運動がニガテでコンプレックスな方ほど効果があるアス
リートウォーキングは、「心拍数を目安とした運動」。特に
女性には、ダイエットや美脚＆美尻の効果が人気です！年
齢別・らくらくダイエット成功の歩き方をお伝えします。

参加
特典あなたのダイエット成功の
秘密がわかる！
「心拍カード」プレゼント
( 通常体験会 5,400 円で提供 )

誕生日から分かるあなたの本質の色「ブランドカラー」と第一印象の色
「イメージカラー」で導き出す、あなたの個性と才能診断

一般社団法人 キレイデザイン協会

ブース

6
まず、「自分を知る」ことから始めませんか？
自分「色」で、あなたの本質にあった働き方やラ
イフスタイルが見つかります。誕生日から分かる
あなたの本質の色 (ブランドカラー )と第一印象
の色 (イメージカラー )、個性・才能を診断

参加
特典あなたの個性・才能・自分「色」が分かる
キレイデザイン学
ブランドカラー×イメージカラー診断

夢が叶うミラクルの種 参加
特典
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自分のライフスタイルに合わせて働くということを、

見て、感じて、体験できるイベントです！

イベント内容

タイムテーブル

こんなことが得られます
・新しい働きかたを実践して、毎日をイキイキと過ごしている人に出会える
・あなたが好きなことや得意なことを仕事にするヒントが得られる
・あなたのライフスタイルに合わせた働きかたを知ることができる
・さまざまな出展団体のワークショップを体験できる

こんな人におすすめ
 ・好きなことを仕事にしたい！
 ・子育てや家事をしながら働きたい！
 ・やりがいのある働きかたをしたい！
 ・一緒に活動していく仲間がほしい！

体験ブース
10:20 ～ 17:00
お好きな時間にご参加いただけます。

体験ワークショップ（45分）
1 部 :10:30 ～ 11:15　2部 :12:45 ～ 13:30
3 部 :15:00 ～ 15:45　4部 :16:00 ～ 16:45

パネルディスカッション（60分）
1部 :11:30 ～ 12:30・2部 :13:45 ～ 14:45

・好きを仕事にするために絶対にやってはいけない３つのこと
・普通の主婦や会社員が、自分らしい働きかたを見つけるまでの10のストーリー

RECOMMENDEDMERIT

会場ブースレイアウト

モデレータ・パネラー

❶ ❷
❾

10

❸ ❹

❻
❼ ❽
❺

テーマ
・好きを仕事にするために絶対にやってはいけない３つのこと
・普通の主婦や会社員が、自分らしい働きかたを見つけるまでの10のストーリー

お申し込みはコチラから

10:30～11:15
体験ワークショップ

1部

11:30～12:30
パネルディスカッション

1部

ワークショップ会場

A
セミナー形式（24名）

ワークショップ会場

B
テーブル席（16名）

ワークショップ会場

C
テーブル席（16名）

一般社団法人パワーストーンカウンセラー協会

あなたの願いを叶える！はじめてのパワー
ストーンブレスレットづくり体験ワークショップ

一般社団法人ジャパンストレスクリア・
プロフェッショナル協会

たった2つの質問で、問題を消して 上手く行かざるを
えない成功体質に変身させるストレスクリア体験

12:45～13:30
体験ワークショップ

2部

一般社団法人格上げおしゃれプランナー協会

ずるいくらい美人になれる！？
あなたの本来の魅力を引き出す
「印象格上げトレーニング」

一般社団法人日本ペーパーアート協会®

～あなたの贈り物を華やかに彩る～
ジャンボフラワー作り体験ワークショップ　

一般社団法人シェア・ブレイン・ビジネス・スクール

「在宅秘書」って何？！ 子育てしながら
自宅で働き、あなたも輝ける新しい働きかた

15:00～15:45
体験ワークショップ

3部

一般社団法人キレイデザイン協会

「色」を使って夢を叶えるリズムカラー診断付
『キレイデザイン学未来デザイン体験ワーク』

一般社団法人日本キッズ食育協会

～子どもの心と身体とやる気を育てる！～
全国で引っ張りだこ、子どもの食育のプロ
『キッズ食育トレーナー』という働きかた

16:00～16:45
体験ワークショップ

4部

一般社団法人日本親勉アカデミー協会

時間がないワーママのための遊ぶように
楽しみながら勉強する子どもを育てる
学習法「親勉」体験

一般社団法人日本アスリートウォーキング協会®

運動ニガテ＆ぽっちゃりさんほど効果テキメン！
ダイエット・アンチエイジング・美脚＆美尻を
つくるためのアスリートウォーキング体験

一般財団法人日本キッズコーチング協会

子どもの気質を知れば 子育てがもっと
楽しくなる！キャラクターコーチング
 

13:45～14:45
パネルディスカッション

2部

【モデレーター】：前田健志
（新しい働きかた推進協議会代表）

【パネラー】

前田健志 本多めぐみ 大中美佳 佐々川咲菜 神戸裕美 原 奈緒美 神谷京子 山上昌代 齋藤美恵子 中根祐子 小笠原かおり

神谷京子 山上昌代 齋藤美恵子 中根祐子 小笠原かおり

【モデレーター】：前田健志
（新しい働きかた推進協議会代表）

【パネラー】

本多めぐみ 大中美佳 佐々川咲菜 神戸裕美 原 奈緒美
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