
開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

０ ハッピーデーキックオフ 実行委員会 21:00〜 ZOOM

３-1 星々との会話　個人セッション　3月1日～23日 パドマユカリ
60分＋30分星読み
コーチング

ZOOM 18800円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

１-1 相手を褒めて、私も誉められて、褒めて誉めてホメまくる 『４つのタイプ別 褒め活ワーク』 鈴木 けんいちろう 6：30～7：50 Zoom 1000円 非公開

２-1 世界に一つだけのスイーツデコを作ろう♪完全予約制プライベートレッスン いしこ ゆか ラブデコ 10：00～16：00 自宅サロン
500円～
3500円

080-1590-0495

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月3日 ２-2 世界に一つだけのスイーツデコを作ろう♪完全予約制プライベートレッスン いしこ ゆか ラブデコ 10：00～16：00 自宅サロン
500円～
3500円

080-1590-0495

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月5日 ５９−１ 楽しいハタヨガ パドマユカリ 19：00～20：15 カルチャーペポ 2500円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月6日 ４ 一瞬で仲良くなれるハッピートーク♪ 南條 真樹 札幌市（中央区） 非公開

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

５ セルフビジュアリゼーション講座　Happyday2019 クルーファー 美保 Hypno.Miho 16：00～18：00 オンラインzoom
ビジュアリゼーション練

習用音源付き
１３０００円他

https://www.facebook.com/events/556707148145945/

６
人に聞いちゃえ、私の魅力！ 笑顔いっぱい・心ぽかぽか
まちゃりん の ハピ活講座

田中　雅子 非公開

７ 未就学児向け！夢を叶える親子コーチング講座 井上 誠司 14:00～16：00
イオン常滑_NTP-ark内
マチイチ活動場所

100円～
500円

https://www.facebook.com/events/568304190339489/

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月8日 ８
第4期愛和塾  生きる喜びで満ち溢れる6ヶ月
第2回  『今を生きる』～あなたの人生は今どこに向かっていますか？～

宮嶋 徳子 徳詞会 9：30～14：30 スタジオD'z  （春日井市） https://www.facebook.com/events/348783212635383/

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月9日 １-1 相手を褒めて、私も誉められて、褒めて誉めてホメまくる 『４つのタイプ別 褒め活ワーク』 鈴木 けんいちろう 6：30～7：50 Zoom 1000円 非公開

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

９ 日本一ハードルの低い着付け講座＋着物譲渡会（お福分け） 秋田 桃子
きものもこももももものうち
くらぶ

10：00～（着付け）
13：00～16：00
（譲渡会）

カフェ燈（瑞浪市）
12000円（レ
ンタル費込み、
ランチ代別途）

https://www.facebook.com/events/425401231537101/

１０ アクセサリーで笑顔になろう〜世界ハッピーデーin名古屋
一般社団法人マインド
デザイン協会（札幌）

一般社団法人
マインドデザイン協会（札幌）

10：00～12：00
14：00～16：00

一般社団法人
マインドデザイン協会（札幌市）

1000円
（子ども500

円）
https://www.facebook.com/events/417220068852141/

１１ 名古屋ワンデイ・ドリームマップ講座® 村上 桃香 10：00～17：00 名古屋・山手サロン（昭和区）
10800円～
3240円

https://www.facebook.com/events/326407778197120/

６７ 夢塾講演会&夢塾オンラインサロンオープニング講演会 長谷川恵美 15：00～17：00 名古屋市立緑区鳴子団地集会所 2000円 https://www.facebook.com/events/760815704303359/

Happy Day in Nagoya  2019　　出店者一覧 & スケジュール  

主催者名

主催者名

3月7日

3月1日

主催者名

主催者名

主催者名

主催者名

3月2日

主催者名

主催者名

主催者名

3月10日

https://www.facebook.com/events/760815704303359/


開催日 No. イベントタイトル 主催者名 時間 開催場所 金額 イベントURL

１２ happyピラティス&アロマルームスプレー作り 坂井 亜紀子　川原洋子 10：00～12：30 自宅サロン（春日井市） 5500円 https://www.facebook.com/events/999840076867416/

１３ 幸せになる声磨き 原田 里美 有限会社 ハーモニー原田 鈴鹿共進集会所

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

１４ ハッピーおばちゃん食堂　in 小樽 小林 惠里子 ゆるり庵 健康応援社 11：30～14：00 ゆるり庵 健康応援社（小樽市） 600円 https://www.facebook.com/events/262374484659947/

１５ 親子でHappy！コーチング&リラクゼーション 山守　のどか Smile Link 10：00～14：00 おやこサロンSmile Link（熱田区）
800円～
1300円

５９−２ キャンドルリラックスヨガ パドマユカリ 19：00～20：15 峠のお店 2500円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月15日 １５ ママの心と体の元気を応援！骨盤美人体操 山守　のどか Smile Link 10：00～11：30 おやこサロンSmile Link（熱田区）
1300円～
1500円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

１６ 「リーダーシップに出会う瞬間」読書会 川上 英彦 10：00～12：00 名古屋都市センター　第２会議室 500円 https://www.facebook.com/events/2082503308677304/

１７ 春色メイクアップ講座 mirai 15：00～17：00 名古屋・山手サロン（昭和区） 5000円
https://springmakeup-
nagoya20190316.peatix.com/?fbclid=IwAR2uHbPuU9qSXyYlTnyrNAW_yw6VXaj3_aApBncGrOJlqVY
bHbVxZ_ZGNrY

１８ 自分ブランドを作る ハッピートーク10年の歩み 池崎晴美 ㈱ひふみコーチ 8：00～9：30 ZOOM 無料 https://www.facebook.com/events/362799101241437/

１９ 犬も人もハッピーになる！ハッピーパックライフセミナー ハドリー あきこ 13：00～14：00 zoom（オーストラリア） 1500円 https://www.facebook.com/events/288616048499497/

２０ 幸せに満たされる練習～しつもん読書会 柏木聖子 10；00～12：00 光琳寺　本堂 500円

３−２ 星のワークショップ パドマユカリ 10；00～12：30 木のおもちゃ 峠のお店 5000円

６３ 五感を愉しむ♡文化のみちをお散歩しよう～ 永山雅美 ハートウイング 9：30～12：30 市役所駅（地下鉄名城線）
500円～
1000円

https://www.facebook.com/events/2343037532382372/

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月17日 ２１ 『ハッピーマインドの作り方』～あなたが幸せなる近道～ レブランク かおり LeBlanc Living 8：00～9：00 ZOOM 3000円 https://happyday.peatix.com/

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

3月18日 ３−３ 星のワークショップ パドマユカリ 10；00～12：30 ZOOM 5000円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

５９ 華麗なる薬膳野菜カレー&クリスタルボウル音響ヒーリングランチ会 宮嶋 徳子 徳詞会 10：30～14：00 ハートクリエイション名古屋サロン 4400円 https://www.facebook.com/events/1223832184438118/

５９−３ 楽しいハタヨガ パドマユカリ 19：00～20：15 カルチャーペポ 2500円

５９−４ ママヨガ パドマユカリ 10：30～11：45 峠のお店 2500円

２２ :直感でFeeling good!自分と向き合うワーク‼ 井上 正夫 21:00～22:30 ZOOM 無料 非公開

６４ カードでワクワク！ミニドリームマップ作成体験 野間 英香 13：00～15：00 ZOOM 500円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

２３ レイキ遠隔ヒーリング 柳 麻里子(ふう) 22:00～ どこでも https://www.facebook.com/messages/t/2050243045029500

２４-1 幸せは健康から ハッピー整体&しあわせ美顔術 長谷川 弘薫 長谷川整体院&美顔術 10：00～12：00
14：00～19：00

長谷川整体院（千種区） 5000円 https://www.facebook.com/events/402058637235953/

主催者名

3月20日

主催者名

主催者名

主催者名

3月19日

主催者名

3月16日

3月13日

3月14日

主催者名

主催者名

https://www.facebook.com/events/999840076867416/
https://springmakeup-nagoya20190316.peatix.com/?fbclid=IwAR2uHbPuU9qSXyYlTnyrNAW_yw6VXaj3_aApBncGrOJlqVYbHbVxZ_ZGNrY
https://springmakeup-nagoya20190316.peatix.com/?fbclid=IwAR2uHbPuU9qSXyYlTnyrNAW_yw6VXaj3_aApBncGrOJlqVYbHbVxZ_ZGNrY
https://springmakeup-nagoya20190316.peatix.com/?fbclid=IwAR2uHbPuU9qSXyYlTnyrNAW_yw6VXaj3_aApBncGrOJlqVYbHbVxZ_ZGNrY
https://www.facebook.com/events/362799101241437/


開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

２５ 満月Happy Dayお茶会 谷本 あゆみ 13:00～15：00 札幌グランドホテル 3000円 https://www.facebook.com/events/385179872267370/

２４-2 幸せは健康から ハッピー整体&しあわせ美顔術 長谷川 弘薫 長谷川整体院&美顔術 10：00～12：00
14：00～19：00

長谷川整体院（千種区） 5000円 https://www.facebook.com/events/402058637235953/

２６ Human scale development (丁寧な発展)オンラインワークショップ 齋藤 佳子 12：30～13：30 zoom 投げ銭 https://www.facebook.com/events/391365801665003/

２７-1 「天使のしずく」キモチをいろどるアートグラス体験 本多　真一 アートグラスマーケット 10：30～18：00
名古屋三越栄店７階
子供服売場催事

540円
～3240円

６８
「Discovering Your Inner Da Vinci (私の中の「ダ・ヴィンチ」を見つけよ
う！) 〜宇宙から愛される幸せポジティブ体質の秘訣

マニング麻紀 
10：00～11：00
21：00～22：00 ZOOM 1111円

６９ アクセサリーで笑顔になろう 菅野ゆかり 一般社団法人マインドデザイン協会
10:00〜12:00
14:00〜16:00 一般社団マインドデザイン協会（札幌市）

500円
～1000円

https://www.facebook.com/events/2520187124678140/

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

２８ 村松亜里さん出版記念講演会　（福岡会場） 中山 美幸、市川 慶輔 @CAREER CLUB 13：00～15：00
福岡市NPO・ボランティア交流センター
「あすみん」セミナールームC

2000円（書籍
代1620円含
む）

https://www.facebook.com/events/1981785335451782/

２４-3  ハッピー整体&しあわせ美顔術 長谷川 弘薫 長谷川整体院&美顔術
10：00～12：00
14：00～19：00

長谷川整体院（千種区） 5000円 https://www.facebook.com/events/402058637235953/

２９ ネイチャー探検ウォーク＆てっぺんお茶会 加藤　恵 wakikingsmile 10：30～14：00 春日井少年自然の家　　第二駐車場 800円 https://www.facebook.com/events/336641943630238/

２７-2 「天使のしずく」キモチをいろどるアートグラス体験 本多　真一 アートグラスマーケット 10：30～18：00
星ヶ丘三越７階
子供服売り場イベント会場

540円
～3240円

開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

３０ Happy day教室　～アデレードから幸せを～ 松浦 えり子 さくら国際学習教室（SILC) 13：00～14：00 さくら国際学習教室（アデレード） 5ドル https://www.facebook.com/events/666002260483638/

３１ 村松亜里さん出版記念講演会　（広島会場）
木下麻子、大島季子、
高木けい

10：00～12：00 Tully's Coffee 広島中央通り店 3階
2000円（書籍
代1620円含
む）

https://www.facebook.com/events/1981785335451782/

３２ 心おおらかな写経会 山田 陽水 華墨Hanasumi 13：00～15：00 華墨Hanasumi（千種区） 2000円 https://www.facebook.com/events/286012885605875/

３３ 人生すごろく「金の糸」を使って自分を再発見しよう! 市川 慶輔 @CAREER,LLC 13：00～16：00 名古屋・山手サロン（昭和区） 3000円
（※2000円）

https://www.facebook.com/events/151189262485624/

３４ ウェルビーイング・デザイン 柴田 典子 10：00～11：30 名古屋・山手サロン（昭和区） 2000円 https://www.facebook.com/events/764896690563011/

２７-3 「天使のしずく」キモチをいろどるアートグラス体験 本多　真一 アートグラスマーケット 10：30～18：00
名古屋三越栄店７階
子供服売場催事

540円
～3240円

６２
リセットしたい時は自宅から500キロ離れるべし　〜旅から学ぶ幸せな人生の
選び方〜

前畑 明子 日本ハグ協会 14：00～16：00 カルチャーペポ（昭和区） 2000円 https://www.facebook.com/events/2275962422691680/

３５ 子どもの可能性を広げる遊びのヒント 新藤 幸子 Happy children 10：00～15：00 十和田市東コミュティセンター ２００円～ https://www.facebook.com/events/745374805848349/

3月23日

3月22日

主催者名

主催者名

主催者名

3月21日

https://www.facebook.com/events/385179872267370/
https://www.facebook.com/events/2520187124678140/
https://www.facebook.com/events/336641943630238/


開催日 No. イベントタイトル 時間 開催場所 金額 イベントURL

３６ 花嫁時間　×　Happy Day2019   プレ花嫁座談会 横井 祐果 花嫁時間 10:45～11：45 ダーシェンカ蔵（緑区）
500円

＋ドリンク代
https://peraichi.com/landing_pages/view/xmn3r?fbclid=IwAR2qF6pO7Vm9An
T-CoxZxsKpgyaNwaAoavbMMF1OW2KDIWhWdSxo99zQ9AY

３７ ウクレレを弾いてHappyにはなろう 川原 洋子 12：30～14：30 名古屋・山手カフェ　/ZOOM 2500円 https://www.facebook.com/events/277726786241704/

３８ 心臓ヨガ& 奏でる♪瞑想 吉田 にしき・本間知子
一般社団法人
日本ポジティブヘルス協会

10：00～12：00 名古屋・山手カフェ（昭和区） 2000円 https://www.facebook.com/events/2937927792897796/

３９-1 木育ワークショップ 安池 中也 株式会社エテ 11：00～16：00 星ヶ丘三越5階キッズフロア特設会場 3000円（キッ
ト代含　税別） https://www.facebook.com/events/651683671926672/

３９-2 宝箱とハウスキット 安池 中也 株式会社エテ 13：00～16：00
（最終受付15：00）

星ヶ丘三越5階キッズフロア特設会場
宝箱1000円・ハ
ウスキット1300

円（税別）
https://www.facebook.com/events/651683671926672/

４０ 毎日が幸せになる「魔法の質問」 青木 啓予 ベストサポート（株） 10：00～11：30 ウイルあいち（東区） 1000円 https://www.facebook.com/events/393729171190913/

４１ しあわせの「ほっとひと息ランチ」 三浦 正明 ま～さん食堂 11：30～14：00 ま～さん食堂（千種区） 1000円 https://www.facebook.com/events/243822569874036/

４２ 走るとなぜ幸せなのか？ハッピーらんらんランニング 和田 真人 らんらんランニング 9：00～12：00 インターラーケン名古屋（千種区） 無料 https://www.facebook.com/events/307444513453388/

４３ ハートが喜ぶ笑顔・カラダが喜ぶランチ♡ 近藤 友子 ドリームスクエア 11：00～13：00 ま～さん食堂（千種区） 2000円 https://www.facebook.com/events/1168054680017719/

４４ 村松亜里さん出版記念講演会　（東京会場） 八重洲ブックセンター 14：00～15：30
八重洲ブックセンター本店8F
ギャラリー

2000円
https://www.yaesu-
book.co.jp/events/talk/15522/?fbclid=IwAR3kmCwi0jVtQLvHZVf8Yd4pH6EE
vx5TIMST29T6AdJX7qpJ0Oos9ujTC_E

４５ 幸せ感じるメンタルトレーニング♪ 西條 恵理子 ココルミエ 13：00～16：30 小樽市民センター 研修室（小樽市）

一般3900円
親子割4900円
ココルミエメン
バー1000円

https://www.facebook.com/events/386612895449865/

４６ 予祝7つの力～世界ハッピーデー㏌名古屋 齋藤 忍 齋藤　忍
10：00～12：00
15：00～17：00

スタジオハートツリー（千種区） 3000円 https://www.facebook.com/events/308417506471272/

４７ ハッピーボウリング大会 永田　桂 永山 雅美　　池崎晴美 15：30～17：30 星が丘ボウル 2000円 https://www.facebook.com/events/230428614552164/

４８ 手も心も美しくなるハッピーハンドマッサージ講座 三宅 瞳 11：00～12：00 星が丘コミュニティルーム https://www.facebook.com/events/1679907428821742/

４９ 1時間で身に付く 楽しすぎるハッピートーク講座 水野 里恵　 13：00～14：00 星ヶ丘コミュニティルーム
無料

（限定８名）
https://www.facebook.com/events/355220158414663/

２７-4 「天使のしずく」キモチをいろどるアートグラス体験 本多 真一 アートグラスマーケット
名古屋三越栄店７階
子供服売場催事

540円
～3240円

５０ Happyホロスコープ☆ ～ Happy Day in Nagoya～ 松尾 由美 11：00～15：00 オンライン　ZOOM 3500 https://www.facebook.com/events/251912779074112/

５１
ズボラなままで 脱こじらせ体質！ あなたらしさで女子力アップ♪
らしさマルシェ@織部 ハッピーデーin名古屋

早川　智子 11：30～16：00 ORIBE Nagoya（東区） 1000円 https://www.facebook.com/events/248215769393283/

５２ 「桜」と「笑顔」が満開 幸せ感じるありがとう講座 片山 陽子 　古田 千穂 花笑Girl 10：30～14：00 東山荘(瑞穂区) 8000円 https://www.facebook.com/events/377079629737500/

５３ らしさ発見 薬膳茶体験 & コミュニケーションタイプ診断 丹野聖子 11：30～16：00 ORIBE Nagoya（東区） https://www.facebook.com/events/268092437417040/

５４ 本当のあなたらしさに出逢える心のお絵かき 宮田 真理子 らしさ起業塾 11：30～16：30 ORIBE Nagoya（東区） ５００円 https://www.facebook.com/events/831148517283617/

５５ 占い師 ゆみー 「個性運命学カラー診断＆手相占い」 野々山 由美子 らしさ起業塾 11：30～16：30 ORIBE Nagoya（東区）
30分／1500

円
（手相鑑定

５６ Happyな第二の人生を考えてみよう。らしさマルシェ@織部 鈴木 佐和子 らしさ起業塾 11：30～16：30 ORIBE Nagoya（東区）
５００円～
１０００円

https://www.facebook.com/events/2482044628490623/

５７ 直感☆ ファッションアドバイス らしさマルシェ 富松 愛 らしさ起業塾 11：30～16：30 ORIBE Nagoya（東区）
１０００円～
２０００円

https://www.facebook.com/events/2482044628490623/

５８ 座禅体験　受け継がれていく魂 今村悦子
13:00 坐禅体験
14:30 お抹茶を一服
15:00 御住持様の講話し

“海善寺”永平寺を本山とする尼寺
津島市米之座町1-31( 0567-26-7583)

１０００円 https://www.facebook.com/events/615645692268928/

６１
名古屋VS PLAZA
〜ハッピーデーin名古屋協賛イベント〜

名古屋VS PLAZA 10:00〜19:00 名古屋VS PLAZA(流行発信ビル2Ｆ) https://www.facebook.com/events/401046824030352/?ti=icl

６０ 第2期親と子の愛和塾 修了証書授与式&お祝いランチ会 宮嶋 徳子 徳詞会 9：30～14：00 ひなご幼稚園（春日井市）
3000円～
5000円

https://www.facebook.com/events/267740574125663/

６５ エステティックで癒されHAPPY♡
トータルビューティーア
ンジェリーク

アンジュ株式会社 10：00～19：00 アンジェリーク（豊橋市） 3000円 https://www.facebook.com/events/642974012827821/

70 村松亜里さん出版記念講演会　（名古屋会場） 秋田稲美 18；00～20：00 名古屋山手サロン（昭和区）
2000円（書籍
代1620円含
む）

https://www.facebook.com/events/1981785335451782/

3月24日

主催者名

https://www.facebook.com/events/651683671926672/
https://www.facebook.com/events/230428614552164/
https://www.facebook.com/events/248215769393283/
https://www.facebook.com/events/615645692268928/
https://www.facebook.com/events/1981785335451782/

