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L’aterie de Lumiere 花音みゅー ～私だから伝えられること～
【自己紹介】らとりえ どぅ るみえーる主宰 花音みゅー

3人姉弟の長女。世話好きで弟の面倒をよくみていました。
褒められると嬉しかったのを覚えてます。

小学生の頃 宿題に使う温度計を大好きな祖父に貸してもらいました。宿題を提出の際 ｢おじ
いちゃんにこれ手伝ってもらったの｣…割れると危ないから見ててもらったんです。

おじいちゃんのことが嬉しくて 聞いてほしくて…先生から返ってきた答えは全く予想してい
なかった言葉「宿題をおじいちゃんに手伝ってもらっちゃだめでしょ！」

嬉しさを 正確に伝えられなかった私がいけなかったのですが・・・
だんだんと 思ったことを口にしてはいけない。目立ってはいけない。

言わずに我慢すれば良いのだと学習したようです。

社会人になり転職数回。そして最終 お給料も良く安定していた老舗小売販売会社にいたのに
13年ほど経過したころ 私のやることはやり切ったと思い 何のあてもなく 突然退職。
しばらく休憩。このままぼーっと過ごしてるわけにはいかないと思い
人の役に立つ仕事がしたいと一念発起40歳も過ぎた頃から 整体スクールに一年間通学

卒業後 仕事はバリバリこなし、休日も返上すること 度々でした。
毎日が楽しく人の役に立ちたいと選んだセラピストの仕事でしたが、ある日突然

お客様や生徒さんとの会話に違和感を感じるようになりました。
「セリフを話してる」いつもの楽しい会話のはずが そんな風に思うようになりました。
そして そんな私がお客様の施術をしていてはいけないと自分を責め続ける毎日。

体調も崩れ一時退職を決意しました。
そんな中、出会ったキャンドル。

キャンドルを作り始めると、子供の頃の自分が満たされていなかったことに気づいたり、自分
のだめなところも灯を見ていてこれで良いんだと思えるようになりました。
キャンドルを灯すことでその思いが昇華されたように感じ、どんどんと穏やかになっていく自
分がいました。
そんな経験が 必要なあなたの元へ届きますように



花音みゅー 経歴

・エステティシャンとして20年 2万5千人以上を施術
・休日キャンドリストとして5年間で 延べ550人 2,500個のキャンドル作り
・キャンドルワークショップ・販売・各種イベント出展や全国出張あり

北海道 兵庫 広島 京都 横浜 愛知 岐阜 三重 浜松等で開催実績
・2017年7月 藍と灯りと縁結び地蔵展（於：浜松開催）三人展出品
・2018年6月 灯と曼荼羅～癒しの世界展～ （於：浜松開催）二人展出品
・2019年末～2020元旦 真宗大谷派名古屋別院キャンドルナイト蓮キャンドルなど2000個
・2020年10月 10thDISCOVER THE ONE JAPANESE ART2020inparis出展 パリ
・2021年4月 MINERVA2021海外巡回展出展 京都京セラ美術館
・2021年8月 MINERVA2021巡回展出展 MALL GALLERIES ロンドン
・2021年～ RBA英国王立美術家協会特別会員
・2021年12月 第三回藝展海外巡回展 京都音羽山清水寺圓通殿
・2022年3月 第三回藝展海外巡回展 クエリーニ・スタンパリア美術館 イタリア
・2022年6月 第30回国政平和美術展 UNESCOパリ本部 出品予定
・2022年8月 MINERVA2022 MALL GALLERIES ロンドン 出品予定
・2022年9月 日本芸術の創跡VOL27 バーチャル美術館 出品予定
・2022年11月 第30回国政平和美術展 東京芸術劇場5Fギャラリー 出品予定
・2023年2月 第28回日本の美術～全国選抜作家展～ 出品予定
・2023年5月 30thｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ アートカタログ「Q」 出品予定



エステティシャンとして20年以上
お身体のケアを通して、いろんなお悩みを聞いてきました。
ほとんどの方に言えることは 「頑張っている」なんですよね。
あなたは自分を抑えて、気を抜くことをせず
毎日を一生懸命頑張って生きていませんか？
実はこれ 数年前までの私のことなんです^^;

何気なく始めたキャンドル作り
｢どうしてキャンドルをやっているの？｣ある方の一言でハッとしました。
そのときに甦った子供の頃の感情
社会人になってから
今までに起こったいろいろな出来事の意味に気付いてしまったんです。

キャンドルに出会って私の人生 変わってしまいました。
自分が自分でいられること、一人で頑張らなくても 甘えて良いこと
何よりも「自分を大切に」「楽むこと」が とっても大事だと
あなたが本来のあなたでいられるように
子供のころのように無邪気に楽しんで良いのだと

キャンドルや糸掛け曼荼羅を通して
心の中に仕舞い込んだ「ワタシ」の心に灯を灯してみませんか？

私がキャンドルや糸掛け曼荼羅を伝える意味は？



彩の力はすごい！
もともと美術は嫌いではありませんでしたが 絵を描いたりするのはどうも苦手で下手くそ＾＾；
めちゃくちゃ固定概念 思い込みがあるのかもしれませんが・・・
チューリップを描くとしましょう
お花は頭がギザギザ3個の赤い花びら 茎はまっすぐ伸びて
葉っぱは 茎の両側から くにゃりと曲がった少し長いのが2枚
これしか描けないんですよね～(;^_^A
デザイン画なんてとんでもない 花弁が宙に舞うなんてありえません(;’∀’)
そんな私がなぜ？ですよね
不思議なのですがキャンドルに出会ったころから 私の感覚がどんどん変わってきたんです

キャンドルはいろんな色の部品を使います。というか自分でいろんなカラーの部品を作ること
ができるんです。もちろんあまり自分の好みではない色も^^;
初めの頃はきれいな配色 きちんとした配列 形にしか目がいかなかったのですが
よく考えたら自分の好みが人の好みと同じではありませんよね
キャンドル作りの参加者さんが「喜んでくださるように準備する」を選んでいたのですが・・・

だんだん 私は何にこだわってきたんだろう？と考えるようになり 自分でも使わなかった色を
取り入れてみたり形にも こうでなくてはがどんどんなくなってきました
講座を受けて頂いた受講生さんにもどんどん生活にに変化が表れてき始めたんです
やってるうちに「キャンドルすごいぞ！」 と思えるようになってきました

もちろんそれは 私がすごいのではなく いろんな変化をすることを受け入れ 自分を認めら
れるようになってきた受講者さんがすごいんです

彩に触れ 温もりを体感することで 気付きや癒しが起こり 自己肯定感がどんどん上がる
のだと思います
あなたも変化する自分に出会ってみませんか？

キャンドルは足し算のセラピー どんどん色をプラスすることができる
糸掛けは曼荼羅は引き算のセラピー 使う色を厳選し作り上げる



CandoleLaboMyuのオリジナルレッスンとは？

自由に彩りを選びとにかく楽しむ
いつの間にか

自分が大好きになり
そして幸せの循環

もちろん基本や仕上がる型はあります
でも そこにたどり着く過程は人それぞれ
ともすれば 全く違ったものになる場合も
同じようなものを作ってもみんな違う雰囲気に
本当に世界に一つだけのものが出来上がります

そして初めて教室にいらした方はポカンとされます
「自由にやってくださいね」ってお伝えするから＾＾
自由って何なのか分からなくなっていますね

マニュアル化されたことをマニュアル通りに行うことが普通
になってしまっている方がほとんどですから^^;
という私もほんの数年前までそんな感覚の持ち主でした

それがね いつの間にか変わっちゃうんです
自由な心に
実証済み( *´艸｀)



【キャンドルで休日アーティスト♪ 本業の施術も楽にできるようになった】

キャンドルアーティストコース受講

きっかけ？はもともとろうそくが好きだから。

キャンドルWSでたくさんのキャンドル創り今度あんなの創りたいこんなのもいいな、と妄想が始まっ
たので、イチから創る人になることをすぐに、決めました。しかも創ったキャンドルはお店で灯すと自
分の身体が楽だと気づいたから、なお受けてよかったと感じます(о´∀`о)

出来上がったのをプレゼントしようとしても気に入っちゃって手元を離したくない気持ちにもなりま
す。嫁に出す気持ちですかね！！アーティストになりたかったから実現した感じ♪キャンドルで表現で
きて自分は休日アーティストと自分で想ってます♪

テクニック不要、とは言いませんがキャンドル創りは温度、色、量など感覚を使うのが楽しいので
アーティスティックだけど不器用な人やめんどくさがりの人も表現するにはとてもいいキャンバスだと
想いますよ★受講後の変化は施術した後身体がすごく重くて寝てもだるかったけどキャンドルともして
した施術は大丈夫♪点してるときは素直になれるので頭でなくてハートで施術やお伝えできてると想い
ます。

認定講座 受講者の声

熊野芽依さん
北海道 30代
アーユルヴェーダセラピスト

【今までで一番、上から目線でない先生 「先生」っていう印象が覆りました(笑)】

キャンドルアーティストコース＆ジェルアートコース受講

みゅーさんのジェルキャンドルに出会って、ロウが溶けていく様子が「キレイ」と思う気持ちから
「作ってみたい」と思うようになりました。

初めてでできるかどうかとても心配でしたが、とっても楽しく幸せな時間でした。

灯を灯すことの楽しさも知りました。人に自分の気持ちを届ける対象としてキャンドルなら、ぴった
りなんじゃないかと選びました。一度申し込みをした後地震がありキャンセルをしてしまいましたが、
気になっていたことと、お友達にたまたま入ったお店で、久しぶりに出会って背中を押してもらった
ことで、改めて行こうと思えました。

いろんな先生の教室の様子をネットなどで検索しましたが、インスピレーションでみゅーさんを選
んでよかったです。今までで一番、上から目線でない先生に出会いました。「先生」っていう印象が
覆りました(笑)受講後も不安なことはどんどん聞いて良いということでたくさん質問してます。ワーク
ショップなどフォローもしてくださるということで、青森と愛知で距離はありますが、心の距離はめ
ちゃくちゃ近い所に居てもらえて心強いです。チョコなどのスイーツもまた作ってみたいな～。

木村あゆみさん
青森 30代
主婦



キャンドルの見本がとってもきれいでかわいかったので作ってみたくな
りました。 他のことを忘れてワクワクしていました。 火を灯すのがもった
いないくらいきれい！
たくさん作ってお世話になっている人にプレゼントしたいな。

キャンドルを灯すと心が落ち着くだけでなく、空気もきれいになると
知ってますますいろんな人に教えてあげたいという気持ちになりました。
早くいろいろ作りたいと思ってはいるのですが、仕事や家庭のことが忙し
くてなかなか作れないでいます。 でも、教えて欲しいと言って待って
いてくれてる人もいるので、時間を作って準備の方を進めたいと思います。

ワークショップ参加者の声①

可愛くて、楽しそうだったので申込みしました！息子も姪も喜んでい
ました…子供も喜ぶ楽しさ♪ キャンドルをつくって、世界に一つ、子
供も含めて可愛く素敵に仕上がった☆と感じました。

受けた後の気づきや変化というと、ものすごい変化というのは、分か
りませんが… 一つ一つ小さな事柄を積み上げて出来上がるという作業
は、何にでも値する事だなぁと思いながら作っていたと思います。お仕
事など生活の変化 自分の体験と並行して、好きなことを必ずやるとい
う覚悟が持てました。

キャンドルだけに限らずミューさんと会うだけでウキウキして素直な
感情を出しやすくなるのでミューさんの人柄と温かさに触れてほしいで
す(*^-^*) 

大越和世さん
北海道 50代
ディンプル
アートインストラクター

後にみゅー‘ｓキャンドル受講生よりキャンドルアーティストコース受講

Miki Gotoさん
愛知県 ４０代
美容師



(Ⅰ)1st
キャンドルアーティスト

（Ⅱ）２nd （Ⅲ）３rd (Ⅳ)ハートワーク
キャンドルトラデシオン

内
容

キャンドルの基礎

◇ロウの特性
♡カラーチップキャンドル
♡シリコン型キャンドル
♡カラーキューブボックス
♡ドロップキャンドル

☆課題 キャンドル10個
課題堤出後、修了証発行&
体験会ワークショップ開催
可能になります
キャンドルアーティスト
認定

キャンドル作りキット一式
付

単独受講

応用キャンドル

♡シエルキャンドル
♡グラデーションキャンドル
♡スタッキングキャンドル
♡フロールキャンドル
☆オリジナルキャンドル作成

修了証発行

創作キャンドル

◇ロウの特性 応用座学
♡レイヤーキャンドル
♡マーブルキャンドル
♡カバーリング
♡リボンワーク

☆課題 オリジナルレシピ
作成

球体 三角錐 円錐などご
希望の型がありましたらご
自身で準備下さい

修了証発行

何よりも自分を大切に
今のあなたの中に眠ってい
るあなたを思い起こしてみ
ましょう
自分らしくなって 楽しく
未来へ向かうための講座で
す

♡講座の進め方
♡私に還るハートワーク
♡キャンドルセッション
♡カードセッション

Ⅰ～Ⅳ受講者は
キャンドルトラデシオン

認定

時
間

実技4時間 座学1時間 実技 ５時間 実技4時間 座学1時間 座学4時間

キャンドルアーティスト＆トラデシオンコースメニュー



（Ⅴ）ジェルアート （Ⅵ）ボタニカル (Ⅶ)パティスリー
(Ⅷ)ハートワーク講座

Ⅱ

イ
メ
ー
ジ キャンドルエリタージュ エリタージュマイスター

内
容

ジェルキャンドル

種類の違うキャンド
ルを使って行きます

♡マイギャラクシー
♡海にぽっかりキャ
ンドル
♡ジュエリーポット
♡フルールポット

修了証発行
単独受講可52,000円

ボタニカルキャンドル

ドライフラワーやプリ
ザーブドフラワーを使っ
たキャンドル

♡ドライフラワー＆プリ
ザーブドフラワー等を
使ったキャンドル作り2
種
♡ワックスプレート

美味しそうなスイーツ
キャンドル作りましょ
う

♡チョコレート
♡ホールケーキ
♡猫ドーナツ
♡カードセッション

単独受講可

外部講師を招いて更に
あなたの魅力が更に花
開くレッスン

カードリーディング
数秘術

２講座あります
各2～3時間

Skype Zoomも可能
別日設定も有り
講師都合

受
講

実技4時間 座学1時間 実技 ５時間 実技4時間 座学1時間 座学4時間

キャンドルエリタージュコースメニュー



(０)エキスポネーショ
ン

エターナルコース レリアンアート基礎 レリアンアート応用

イ
メ
ー
ジ

内
容

キャンドル始めレッス
ン
ロウや型のあれこれ基
本

キャンドル作り
♡キューブキャンdoル
♡ふわもこキャンドル

お家で気軽にキャンド
ル作りが楽しめます

とりあえずやってから
どうするか決めたい方

お道具一式貸し出し

お気軽に親子でご家族
で
お友達を集めてキャン
ドル作り

材料とかパーツ いろ
いろ揃えたりするのは
みゅーずクラブメン
バーにお任せ

親子(小学生以下)で受
講頂けます
お家にあるものを型に
♡牛乳パック
♡プリンカップ
♡紙コップ

お道具一式貸し出し

糸かけまんだら講座

基本の掛け方
基本形を崩さず変形

色を選び無心になって
掛けて行く事で
達成感 カラーｾﾗﾋﾟｰ
セルフヒーリング
自分の中の密かに仕舞
い込んだあなたのエネ
ルギー再発見
７パターン
変形パターンも含む

糸かけグッズ一式付き

基本を習得したからこ
その あなたの個性発
揮

どんどん新しいパター
ンを自分で切り開いて
生きましょう

オリジナルデザイン
またはこちらの用意し
たパターンを仕上げて
いきます

自由に発想
自由に表現

約3時間 約3時間 ３～４時間 ３～４時間

キャンドル講座ライトコース＆糸かけアートメニュー



Ⅷ.ハートワーク特別講座

Ⅶ.パティスリーコース

Ⅵボタニカルコース

Ⅴ.ジェルアートコース

Ⅳ.ハートワーク講座

Ⅲ. 3rdステップコース

Ⅱ2ndステップコース.

Ⅰ.1stステップコース

0.キャンドル始めレッスン

Myu’sキャンドル認定講座9コース5ステップ糸掛け3ステップ
各コース永年サポート付き

②キャンドルトラデシオンコース
Ⅰ～Ⅳ受講で163,500円

③キャンドルエリタージュコース

Ⅰ～Ⅶ受講で288,500円

①キャンドルアーティストコース ツール一式付き
0～Ⅰ受講で48,000円

⓪キャンドルエキスポネーション講座

キャンドル始めレッスン 22,000円

④キャンドルエリタージュマイスターコース

Ⅰ～Ⅷ全受講で327,000円

Ⅰ.レリアンアート基礎コース 1Day33,000円

基本パターン7種 パターン表 変形パターン表ツール一式付き

Ⅱ.レリアンアート応用コース 1Day33,000円

陰陽 陰陽応用 幾何学模様 他

Ⅲ.糸掛けアーティストレッスン

Ⅱ.糸かけ曼荼羅応用レッスン

Ⅰ.糸かけ曼荼羅基礎レッスン

新Ⅲ.レリアンアート応用コース 55,000円

形にも枠にもとらわれない あなたオリジナルのアート



CandoleLaboMyuにかける想い

自分を表現できてますか？
つい人の視点に立ってしまったり･･･

人の言葉に流されたり
そろそろ外向きの姿勢は手放して

「表現者」としての生き方してみませんか？
自分を表現することで楽しみ
人の挑戦を応援し 一緒に喜び

作品を手にしてくれた人が笑顔になれる
キャンドル・糸掛けを通して、自分の想いにつながることで

幸せの循環を起こす場所になりたい

そのためのスリーステップが
キャンドルアーティスト:表現
キャンドルトラディシオン:伝承
キャンドルエリタージュ:遺産

何よりも自分を大切に

子供の頃のような笑顔の輪
広げませんか


