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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆癒しの森レディナダ 

○貝殻で飾り付けアロマワックスサシェを作ろう 

～楽しみながらアロマでお部屋のインテリアが明るくなり

ます～ 

私が作るのは、自然は自然でも「貝殻」を使います。 実際

に海外の海岸で拾ってきた貝殻も使いますし、夏らしさも

加わって 涼しげでいいでしょう？入手出来た八角とカモ

ミールやローズ、ガラスの石もご用意しております。 もち

ろん香り付けのエッセンシャルオイルもたっぷり入れて良

い香りにしちゃいますよ！ 

「アロマワックスサシェ」とは、ロウやビーワックスを固

めて  紐を付けて、壁に飾ったりするものです。 見た目も

綺麗だし、ほんのりお部屋も香る素敵なインテリアです。  

さぁ。今から楽しみですね！ 

■日程 6月13日（火） 

■時間 11：30～13：00 全1回 

■費用 正会員・受講生3,000円 一般3,500円 

■講師 秋月 風香 

■会場 癒しの森レディナダ 

■お申込み＆お問い合わせ 

癒しの森レディナダまでメールにてお申し込み下さい。 

※件名に「アロマ講座の件」と入れて下さい。 

先着順で定員は4名になります。 

〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西16-1-25-101 

ヴァンヴェール医大前  担当：秋月 風香 

TEL.090-3390-7630 

E-mail：ladynada50@gmail.com 

URL：https://iyashino-mori.jimdo.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマとハーブのスクール＆ショップ Bernadette ベル

ナデッタ  

アロマクラフト手作り教室 

精油やハーブ、身近にある素材で手作りのクラフトやハー

ブ料理などを楽しむための定期教室です。 

■日程 毎月第3水曜日 

■時間 ①10時～②19時～ 全1回 

■費用 どなたでも1,500円～2,000円 

 ※材料費：精油代別途円 

■持ち物 筆記用具 

■講師 沼内 美加子 

■会場 

アロマとハーブのスクール＆ショップ Bernadette ベルナ

デッタ 

■お申し込み＆お問い合わせ 

メールまたはお電話にてお願いいたします。 

〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森146-15 

担当：沼内 美加子 

TEL&FAX.0176-25-0578 

E-mail：aroma.bernadette@gmail.com 

URL：https://www.aroma-bernadette.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマスクール ソルド 

CWA協会「yuica認定」講座 

～東北初.日本産精油「yuica認定」講座を開催します!～ 

「日本の森の香り」を学んで、国産精油のプロフェッショ

ナルを目指しましょう。 

基本知識から楽しみ方など、日本産精油に触れる第一歩と

してオススメの講座です。 

また、ご自宅で学びたい方へ「通信講座」もございます。 

■日程 5/10、5/17、5/31（水） 5/13、5/20、5/27（土） 

■時間 14：00～16：00 

■費用 どなたでも39,240円  

■持ち物 筆記用具 

■講師 栃内 恵子 

■会場 盛岡 アロマスクール ソルド 

■お申し込み＆お問い合わせ 

詳細は、お気軽にお問合せ下さい 

一般社団法人地域福祉アロマケアラー協会 

仙台 ナチュラルセラピー心縁  担当：佐藤 

TEL.022-341-6909 

盛岡 セラピーハウス sold  担当：栃内 

TEL.019-601-9691 

E-mail：info@arocare.net 

URL：http://arocare.net/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆ナチュラルセラピースクール 心緑 

1）CWA協会認定タッチケアラー講座 

やさしいタッチングとアロマセラピーの活かし方を学び、

仲間とともに地域に貢献できる人を育てる講座です。どな

たでも学ぶことができます。 

■日程 6/17・18（仙台）、9/19・20（盛岡） 

■時間 1日目13：00～17：00、2日目10：00～15：00 

■費用 37,400円（税込） 

■持ち物 筆記用具、バスタオル、フェイスタオル、動き

やすい服装 

■講師 栃内 恵子、佐藤 智子 

■会場 盛岡市内、仙台市内 

２）CWA協会認定アロマケアラー講座 

障がいがある方や高齢者の方など特別なケアが必要な方へ

のアロマトリートメントの方法や、現場で活かすアロマセ

ラピーを学ぶ講座です。 

■日程 6/28、6/29、7/26、7/27（福島・4日間） 

9/26、9/27、9/.28（仙台・3日間短期集中） 

■時間 13：00～17：00 

■費用 98,600円（税込） ※受講資格：タッチケアラー

講座を学んだ方 
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■持ち物 筆記用具、バスタオル、フェイスタオル、動き

やすい服装 

■講師 栃内 恵子、佐藤 智子 

■お申し込み＆お問い合わせ 

HPのお申込みフォーム、またはお電話、メールにて。 

こちらから開催場所・カリキュラムなど詳細等ご案内をさ

せていただきます。 

名称：地域福祉アロマケアラー協会事務局（ナチュラルセ

ラピー心緑内）までお電話、メール、HP のご予約フォー

ムからお申込み下さい。 

〒981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町2‐23 

ﾉｰｳﾞｽ･ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞﾙ 701  担当：佐藤 智子  

TEL.080-5577-6111 

E-mail：info@arocare.net 

URL：http://arocare.net/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆Aroma Angel（アロマエンジェル） 

介護アロマセラピー ～介護に癒しの手を～ 

介護される側にも介護する側にも 輝く笑顔と 希望の光

を！アロマセラピーを介護の現場で活用する方法を具体的

な実践を通しながら楽しく学べる内容です♪介護サポート

の向上、スタッフ研修などにも。 

■日程 5/28（日）、6/25（日）、7/30（日）、8/27（日）、

9/24（日） 

※上記以外の日程も可、どの月からでもスタート可 

■時間 10：30～12：30 

■回数 12ヶ月のカリキュラム（好きな講座のみの受講可

能） 

■費用 どなたでも 3,800円（税別） ※材料費込み 

■会場 Aroma Angel（アロマエンジェル） 

■講師  森岡 句美（もりおか くみ） 

■お申し込み＆お問い合わせ 

〒990-0832 山形県山形市城西町2-5-17 

担当：森岡 句美 

TEL.023-679-3293 

E-mail：ku_min@aroma-angel.in 

URL：http://aroma-angel.in/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆ナチュロ アロマチカ 

1）ナチュロ アロマチカのマリー・アントワネットへのオ

マージュ ～ヴァイオリンとピアノのデュオコンサート&

香りとフレンチバンケット～ 

フランス革命記念日に、マリー・アントワネットをテーマ

に、プロの演奏家による１時間のクラッシックコンサート、

バンケットスタイルの特注フレンチフルコース、マリー・

アントワネットの愛した香りのレクチャー、バスポプリ体

験、お土産付き 

■講師 大木 いずみ 

■日程 7月14日(金) 

■時間 10：30～15：30 全1回 

■費用 どなたでも13,800円 

■持ち物 筆記用具 

■会場 ウェディングヒルズ アジュール 守谷 

■お申し込み＆お問い合わせ 

6 月 20 日までにお電話、E-mail にてお申し込みください

ませ。 

ドレスコード、プログラム、参加費用お振り込み先等は、

ナチュロ アロマチカHPをご覧ください。お申し込み後、

ご案内状を郵送させていただきます。 

7月1日迄にお振り込みいただきます。 

2）癒しの魔女になるコース ～ヒーラー養成講座とセラ

ピストのためのスピリチュアル ～  

ヒーラーになる為の瞑想やチャクラやオーラについて、実

際のヒーリングを学びます。アロマセラピストとして、施

術にも、スピリチュアルなヒーリングを取り込めます。 

■日程 6月4日(土) or 6月5日(月) 

■時間 10：00～17：00 全1回 

■費用 どなたでも35,000円 

■持ち物 筆記用具 

■お申し込み＆お問い合わせ 

5月末迄に、スクールまでお電話、E-mailにてお申し込み

くださいませ。 

3）クラニオセイクラル 入門1 

脳脊髄液のリズムに働きかけ、自然治癒力を高めます。ス

トレスや自律神経の乱れのケアに、アロマテラピーと合わ

せて。詳しくは、ナチュロアロマチカＨＰにてご確認くだ

さい。 

■日程 5月14日（日）or5月15日（月） 

■時間 10：00～17：30 全1回 

■費用 どなたでも38,000円 ※資料、ランチ代込 

■持ち物 筆記用具、バスタオル 3枚、フェイスタオル 2

枚、靴下、上履き 

■会場 ナチュロ アロマチカ 

■お申し込み＆お問い合わせ 

スクールまでお電話、E-mailにてお申し込みくださいませ。 

〒581-0802 茨城県守谷市久保ヶ丘2-5-18 

担当：大木 いずみ  

TEL.0297-46-2810 

E-mail：aromaticaizm@gmail.com 

URL：http://naturo-aromatica.greater.jp/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマスクール・サロンRAKU～らく～ 

1）RAKU専属・理学療法士（アスレチックトレーナー）

セミナー ～RAKU・プロショップGALAC専属アスレチ

ックトレーナーによる RAKU スポアロローション使用し

より良いケア方法をワンポイントアドバイス～ 

内容を変え年2回開催予定・今回は子供の成長痛・腰痛に
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ついて 

■日程 5月21日（日） 

■時間 10時30分より13時まで 

■費用 どなたでも 15,000円（RAKUスポアロローショ

ン・教材費込み） 

※RAKUスポアロ講座として内容が濃い講座も（２）（３）

に用意 

2）RAKU アスレチックトレーナー認定スポアロディプロ

マ講座 

■日程 6月16日（金） 

■時間 9時30分から15時30分まで 

■費用 どなたでも65,000円 

※アロマコーディネーターをもっていない方はプラス

25,000円（プラス120分追加レッスン） 

3）RAKUスポアロ講座 

RAKU スポアロローションを使用しながらトリートメン

ト方法・テーピング・ストレッチ 

■日程 随時受付 

■時間 話し合いマンツーマン指導 

■費用85,000円60分×8レッスン（RAKUスポアロロー

ション・教材費込み） 

※アロマコーディネーターをもっていない方はプラス

25,000円（プラス120分追加レッスン） 

上記3つは『武蔵浦和 アロマテラピー』で検索ください 

■講師 平井 裕美 

■会場 アロマスクール・サロンRAKU～らく～ 

■持ち物 「らく」で用意します。 

■お申し込み＆お問い合わせ 

アロマスクール・サロンRAKU～らく～まで電話申し込み

又はFAX・E-mailにてお願いいたします。 

受付後2～3日後にサロンより電話致します。（スポアロ出

張などでサロン不在の場合ありの為） 

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-10-22-101店舗

（スポーツショップギャラク内サロンRAKU）  

武蔵浦和駅より1分。クリーニング・歯科並び。 

受付12：00～18：00定休日水曜日。 

その他ホームページにアップ『武蔵浦和 アロマテラピー』

で検索。 

担当 平井 裕美 

TEL.048-866-0044 / FAX.048-862-8255  

E-mail：galac@galac.net 

または aroma-snow.surf@docomo.ne.jp 

URL：http://raku-aroma.net 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマ・カラーセラピースクール ACACIA（ｱｹｲｼｬｰ） 

１）カラーフレグランス®コース 

～初心者対応・アロマとカラーを同時に学ぶ～  

※オリジナルカード・精油9本他器材付、カラフレインス

トコース受講後は指導者としてご活躍頂けます。 

■日程 随時 リクエスト開催可 

■時間 10：00～16：00 頃 人数・スキルにより若干変

動 ※昼休憩約1時間 全1回（5H程度）  

■費用 ベイシックコース 18,500 円 インストラクター

コース23,000円（材料費・任意試験・認定書発行込） 

■講師 安齋 孝子 他 

■持ち物 ハンドタオル1枚（昼食が必要な場合はお知ら

せします）  

■開催地 随時各地 （HPよりご確認頂けます）  

カラーフレグランスラボラトリー  

http://color-fragrance.jimdo.com/ 

2）THE婚活 

 ～婚活するその前に知っておきたい７つの教訓～ 

婚活パーティーに参加しても、私どうしたらいいの？ただ

そこにいるだけではもったいない(;_;) 

天気の話ばかりじゃつまらない。 人間関係もよりスムー

ズなるヒントも加え実践していきましょう。 

どなたでもご参加可能。 色・香りとコミュニケーション

力で印象度をアップ！ 

■日程 5月21日（日） 

■時間 13：00～16：00 全１回  

■費用 12,000円  

■講師 安齋 孝子、齋藤 典子 

■開催地 東銀座サロン  

※詳細地図はお申込み後に個別にご連絡致します（築地駅

5分・東銀座駅8分） 

3) 女性開業支援【プライマリー講座】 2期生募集～はじ

めの1歩の踏み出し方・自分の強みを知る～ 

開業・運営のためのノウハウ、各準備、ＨＰ作成・ブログ、

ロゴデザイン等全て込み、サロンオーナー＆キャリアコン

サルタント＆WEB クリエイターの 3 名がメンタル面から

もサポート。開業準備資金を抑えたい方は是非ご利用下さ

い。 ※受講者の可能性を引き出すアイテム(6,000円相当)

プレゼント付。 webサービスを利用して維持費を抑えた

広告ツールのご提案も致します。 

■日程：6月～ 受講生様のご都合を柔軟に対応します 

■回数：全8回 （内個別対応２回）3h×8 月2回程度 

■定員：4名程度 

■費用：250,000円 

■講師：安齋 孝子、齋藤 典子、吉田 雅子 

■会場 アロマ・カラーセラピースクール ACACIA（ｱｹｲ

ｼｬｰ） 

※カリキュラム詳細はＨＰをご覧ください 

 http://smilelink2016.jimdo.com/ 

上記3つは 

■お申し込み、お問い合わせ 

お電話・メールでお願いします。 

〒274-0065 千葉県船橋市高根台7-23-14 

 新京成線高根公団駅すぐ 担当：安齋 孝子 

TEL 090-9828-5996 
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E-mail： info@aromaacacia.com 

URL：http://www.aromaacacia.com 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Aroma&Herb天使のて アロマスクール 

アロマクラフト＆手作りコスメ講座を開こう～資格の持ち

ぐされから卒業しよう～ 

せっかく取った資格を生かすチャンスがないという方へ、

まずはアロマクラフト講座を開いてみませんか？アロマ講

師をする自信がない・人前で話すのが苦手な方もはじめの

一歩を踏み出してみましょう 

■日程 ・平日コース5/26スタート 

・土曜集中コース6/3スタート 

■時間 ・10時～13時 全4回 

 ・土曜集中コース10時～16時 全2回 

■費用 どなたでも75,000円※材料費 210：00円 

■持ち物 筆記用具 

■講師 八木 美沙季 

■会場 Aroma&Herb天使のて アロマスクール 

■お申し込み＆お問い合わせ 

件名に「アロマクラフト講師講座」と明記の上、スクール

宛にメールでお申込みいただくか、HP のお申込みフォー

ムよりお申込みください。 

〒271-0075 千葉県松戸市胡録台  担当：八木 美沙季 

TEL.090-2476-6281 

E-mail：info@aroma-angelhands.com 

URL：http://aroma-angelhands.com/ 

※詳細はHPの「アロマクラフト講師講座」をご覧下さい 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆クローバーアロマスクール 

チャリティーレッスン～美容と健康のアロマクラフト～ 

5 月:デオドラントスプレー / 6 月:スクラブソルト / 7 月:

ボディジェル / 8月:アフターサンローション  

■日程 毎月木・土曜日 

■時間 11：00～11：30 

■費用 どなたでも500円 材料費500円 

※受講料（500 円）は東日本大震災義援金とさせていただ

きます。 

■持ち物 無し 

■講師 萱原 恵子 

■会場 クローバーアロマスクール 

■お申し込み＆お問い合わせ 

HP のご予約フォームまたはお電話かメールにてお申込み

下さい。※日時応相談 

〒205-0013 東京都羽村市富士見平2-2-17 

担当：萱原 恵子 

TEL.042-554-5742 

E-mail：cloverhouse@t-net.ne.jp 

URL：https://cloverhouse-aroma.jimdo.com/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ 

ＮＰＯ法人日本ハーブ振興協会 

美と健康のハーブは、自身のセルフケアやアロマセラピス

トの次のスキルアップとして活用できます。 

1）1day初めてのハーブ講座 

■日程 随時 

■時間 60分 全1回 

■費用 3,000円（税抜き）（教材費込） 

2）日本ハーブ検定対応講座 

■日程 随時 

■時間 6時間 全3回 

■費用 38,000円（税抜）（教材費込） 

3）ＰＡＨハーブ資格取得コース 

■日程 随時 

■時間 20時間 全10回 

■費用 207,600円（税抜）（教材費込）   

■講師 鴨下 徳子 

■会場 アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ 

■お申し込み＆お問い合わせ (随時募集中！) 

アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェまで、TEL

又はHPのお問い合わせフォームより、 

お気軽にお問い合わせください。 

※詳細はＨＰ・ブログをご覧ください 

〒187-0035 東京都小平市小川西町4-12-15 ﾄﾞﾐﾈﾝﾄ 202 

      担当：鴨下 徳子 

TEL.090-8514-2604 

URL：http://sachet-school.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマスクールラグジューム 

無農薬ハーブを使って、【ネイルオイル作り】 ～無農薬ハ

ーブを使って可愛く！～ 

保湿効果の高いキャラオイルと色とりどりの無農薬ハーブ

を使って、お肌に優しいネイルケア 

■日程 随時（要予約） 

■時間 90分 

■費用 どなたでも3,500円  

特典：レッスンで作ったネイルオイルは、その日にお持ち

帰り可 

■講師 石井 香苗 

■会場 アロマスクールラグジューム 

■お申し込み＆お問い合わせ 

アロマスクールラグジュームまで、メールでご連絡くださ

い。お申し込みの方は、下記の時間帯より希望日と希望時

間をお選び頂きお知らせください。 

①11：00～13：00 ②13：00～15：00 

③15：00～17：00 ④19：00～21：00 

※2 名様以上の際はメッセージ欄に人数をお書きください

インスタDMからもお待ちしております。 
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インスタ aromaschool_laxum 

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-19-5-6F 担当：ishii 

TEL.03-6452-4303  

E-mail：mailto:info@laxum-aroma.com 

URL：http://www.laxum-aroma.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆鎌倉RoseCoeur・ロゼクール 

1）占星術☆星読み１dayセミナー 

 ～星座ブレンドAromaオイルでセルフケア ～ 

西洋占星術で持って生まれたものを読み説き、星座ブレン

ドアロマでマッサージオイルをつくり ます。午後は星座

が読み説く部位をアドバイス。セルフマッサージをします。 

■日程 5月19日（金） 

■時間 10：00～15：30 全1回 

■費用 正会員、受講生 10：000円 一般 10,800円 

 ※材料費、ランチ代込み 

■持ち物 筆記用具、タオル2枚（マッサージ用） 

■講師 宮地 一美 

■会場 鎌倉市大船 茶るら  

2）ハンドトリートメントフォローアップ講座  

～ハンドトリートメント練習会＆交流会～ 

ハンドトリートメント検定講座修了生のためのフォローア

ップです。修了したけどする機会がない人など、情報交換

もできます。当教室修了生以外でも参加可能です。 

■日程 毎月第一木曜日 

■時間 10：00～12：00   

■費用 正会員 3,000円 ※当教室修了生割引有り 

■持ち物 テキスト、タオル3枚、オイル 

■講師 宮地 一美 

■会場 鎌倉市大船鎌倉ロゼクール駅前教室 

3）ハンドトリートメント検定講座横浜教室 

～JAA検定対応講座通学2日間コース～ 

講師2名による丁寧な指導と介護施設9年の実績からニー

ズに合わせたフォローをします。施設、ボランティア等の

相談、修了後のフォロー教室もあり初心者に安心です。修

了生21人の実績です。 

■日程 A- 5/31、6/21（水） B-6/28、7/19（水） 

■時間 Ａ･Ｂ共10：00～13:00、14:00～17:00 全2回 

■費用 どなたでも 43,200円 

※テキスト、オイル、修了書、検定料込み 

■講師 宮地 一美 

■会場 ビジネス&コミュニティ横浜駅前オフィス 

（横浜駅徒歩4分） 

上記3つ共に 

■お申し込み＆お問い合わせ 

ホームページお問合せフォームから 

〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本  担当：宮地 一美 

E-mail：rose.coeur@hotmail.co.jp 

URL：http://rose-coeur.com/ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆Aroma & natural therapy リリー  

1）ＷＡＴＥC認定リメディアルセラピスト講座 ～腰痛、

首コリ、肩こりに特化したワンランク上の手技を習得～ 

肩こり、首コリ、腰痛といった各症状に対応した手技を学

び、お客様の主訴に応じたオーダーメイドトリートメント

セラピストを目指します。 

■日程 随時   

■時間 合計30時間 

■費用 どなたでも175,000円 ※材料費別途1728円 

■持ち物 筆記用具、バスタオル等 

2）オールハンドフェイシャル講座 ～オールハンドによ

るリラックス効果と肌改善を目的とした講座～ 

癒しだけでなく、肌質見極め、肌改善を目指したオールハ

ンドで行うフェイシャル技術を習得。肌質理論、クレンジ

ングからマッサージ、パックまでの工程を習得 

■日程 随時 

■時間 合計30時間 

■費用 どなたでも168,500円 

■持ち物 筆記用具、バスタオル等、 

上記2つは 

■会場 Aroma＆natural therapy リリー  

■講師 由利 陽子 

■お申し込み＆お問い合わせ 

Aroma & natural therapy リリーまでTEL,FAXまたは

ホームページのお問合せ覧よりお申込みください。 

〒500-8286 岐阜県岐阜市西鶉1-17-3 担当：由利 陽子 

TEL.058-227-8115 / FAX：058-273-5443 

URL：http://lilyaroma.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆ EririS ナチュラルスクール 

病理学とナチュラルセラピー 

 ～お家で健康キッチンファーマシー～ 

心身の症状に対応したアロマやハーブ、スパイスなどのケ

アの仕方を学びます。 

■日程 随時 完全予約  

■時間 1.5時間 全6回 

■費用 正会員・受講生・一般とも 30,000円  

■会場 当スクール 

■講師  鈴木 衣利子 

■持ち物 筆記用具 

■お申し込み＆お問い合わせ 

EririSアロマナチュラルスクールへ、下記メールにてお問

い合わせください。 

詳しいパンフレットを添付ファイルでお送りいたします。 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-6-17 

担当：鈴木 衣利子 

TEL.090-7022-3765  

E-mail：rinlin@hotmail.co.jp 
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URL：http://aromanomori.myjournal.jp/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマヴェール  

ホロスコープ解読入門＆アロマセラピー占星術講座 

～ホロスコープ解読の基礎とアロマセラピー占星術をセッ

トで学ぶ～ 

サロンメニューや、自分自身を知り、癒すために。初心者

の方が、ホロスコープの解読、未来予測と相性解読をポイ

ントを押さえて読むことができるように、チャートを見て

お客様へ必要な精油をアドバイスできるようになるまでを

目標にします。（遠方の方はスカイプ対応致します。同料

金。） 

■日程 随時開催 

■時間 3時間 全12回 

■費用 どなたでも88,000円  

■持ち物 筆記用具、ノートパソコン 

■講師 相川 有美 

■会場 当店 

■お申し込み＆お問い合わせ 

お申し込みはメールにてお問い合わせください。 

〒444-0871 愛知県岡崎市大西1-8-21   担当：相川 有美 

TEL.080-5048-1131  

E-mail：info.aromaveil@gmail.com 

URL：http://ameblo.jp/aromaveil/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマハウスRosemary・アロマケアスクールMommy

共催 

【楢林式】膝のアロマケア☆セルフケア実習講座☆  

～ご自身の足のセルフオイルトリートメントを学びましょ

う！～ 

今までの膝ケア実習講座は、相モデルでお相手の足をして

差し上げる手技を学びましたが、今回はセルフケアです。

ご自身の足をご自身でセルフオイルトリートメントができ

る手技を学びます。大腿部、膝だけでなく、下腿、足まで。

膝下部分も行います。 

■日程 2017/07/02（日）  

■時間 13：30～16：30 全1回 

■費用 正会員・受講生・一般とも 7,560円  

その他：過去に津、豊橋、名古屋で一般セミナー

を受けた方は6,480円 

■会場 ウインクあいち  

■講師  前田 智巳、駒田 尚美 

■持ち物 バスタオル、フェイスタオル各一枚、大腿部が

全開できる短パン、筆記用具 

■お申し込み＆お問い合わせ 

申込フォームまたはお電話にてお申し込み、お問合せくだ

さい。 

【お問い合わせフォーム】 

https://ws.formzu.net/fgen/S74588621/ 

【お電話でのお申込み・お問合せ】 

☆アロマハウスRosemary（駒田） 

TEL.059-228-6830 

HP：http://izu.gooside.com/rosemary/ 

☆アロマケアスクールMommy（前田） 

TEL.080-1616-0895 

HP：http://www.mommy-aromacare.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆ アロマクラブ＆スクールSuzuka 

楢林式 アロマ膝ケア・セルフケア実習講座 in四日市 

～笑顔でどこまでも歩ける毎日を～ 

アロマ膝ケアを体験した 91.2％の方が改善されています。

今回は相モデルでなく、ご自身へのセルフケアとして詳し

くお伝えさせて頂きます。 

■日程 6月25日（日）定員15名 

■時間 13：30～16：30（受付13：10） 全1回 

■費用 どなたでも7,000円・再受講の方 6,000円 

※早期割引 １ヶ月前までに申し込みされた方 10：00 円

引き 

■会場 三重県四日市市 じばさん三重 3F 

■講師  宮口 くに代 

■持ち物：筆記用具、バスタオル、フェイスタオル各１枚、

飲み物、大腿上部までだせる短パン 

■お申し込み＆お問い合わせ 

「お名前」「ご住所」「電話番号」を明記の上、お電話か、

下記アドレスまでお申し込みください。 

詳細は、お申し込みの後、ご連絡します。 

〒510-0254 三重県鈴鹿市寺家8-14-19 

担当：宮口 くに代 

TEL.090-8866-1517 / FAX.059-386-8061 

E-mail：nov.491110.kun@docomo.ne.jp 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆Kanon 

楢林式アロマ膝ケア（セルフケア）講座～福岡～ 

～いつまでも自分の脚で歩こう♪～ 

アロマで何故痛みが変化するのか、痛くなる前に何故ケア

が必要なのか「理論」と「セルフケア」を学んで頂きます。 

■日程 5月13日（土） 

■時間 13：00～16：00 全1回 

■費用 どなたでも8,000円  

■持ち物 バスタオル1枚、フェイスタオイル2枚、 

筆記用具、太腿の付け根まで出せるゆたりとし

た短パン、飲み物 

■講師 長谷川 由紀子 

■会場 エネカ健康館原鶴 

■お申し込み＆お問い合わせ 

メール又は FAX で「氏名・年齢・住所・電話番号・メー
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ルアドレス」をお知らせください。 

〒562-0032 大阪府箕面市小野原西3-11-23 

担当：長谷川 由紀子  

TEL/FAX：072-730-6078 

E-mail：Kanon.smile1129@gmail.com 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆医療・介護専門臨床メディカルアロマスクール アグラ

イア 

1）臨床アロマ講座～アロマ外来等の現場症例 

 ～200件以上の取引先の医療介護現場アロマ～ 

「臨床サポート事業」の実績と知識を導入し基礎から専門

的な「臨床アロマ」まで身につけることが出来ます 

■日程 鶴橋校は自由予約制 

■時間 120分～150分 全5回 

■費用 正会員：140,000円 受講生：130,000円 

 一般：142,884円 ※材料費込 

■持ち物 筆記用具 

2）臨床アロママッサージ＆リンパマッサージ講座 ～仕

事として医療介護のアロマに触れたい方～  

アロマ外来、臨床アロマを展開している講師が指導。習得

後は、医療や介護現場、サロン開業等の多くの道へ 

■日程 自由予約制 

■時間 約150分 全7回 

■費用 正会員：140,000円 受講生：130,000円 

 一般：146,340円 

■持ち物：着替え 筆記用具 

上記2つは 

■講師 玉野 純子 

■会場 大阪市天王寺区舟橋町15-37-303 

■お申し込み＆お問い合わせ 

〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町15-37-303 

  担当：玉野 純子 

TEL. 06-6768-6880 

E-mail：info@aglaia-medicalaroma.com 

URL：http://www.aglaia-medicalaroma-school.com/ 

お問い合せ欄よりご連絡ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆AromaVilla 

バラ園散策とローズ調香講座とフランス料理の1日 ～成

分の香りを学びローズを創る調香～ 

中之島バラ園の散策の後、ローズ精油を構成している主要

な単品香料について学びながら「My ローズ」オードパル

ファムを作成します。講座の後は講師を交えフレンチラン

チコースを愉しむ一日講座 

■日程 5月18日（木） 

■時間 11：00～15：00 全1回 

■費用 どなたでも10：000円  

■持ち物 筆記用具 

■講師 てらうち 佳奈子 JAA認定校AromaVilla主宰  

トップインストラクター、IFAアロマセラピスト、香学塾

フレグランスデザイナー 

■会場 ラペティ・ロアラブッシュ 

（北浜駅②番出口より徒歩3分） 

■お申し込み＆お問い合わせ 

詳細は AromaVilla までメールにてお問い合わせください。 

お申し込みはメールにてお願いいたします。 

お申し込み後3日以内の入金をもって本申し込みとさせて

いただきます。 

〒573-0075 大阪府枚方市東香里3-33-37 

担当：てらうち 佳奈子 

E-mail：aromavilla@snow.ocn.ne.jp 

URL：https://aroma-villa.jimdo.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆J'espreあしたのチカラ 

気になる靴のニオイ！アロマ&ハーブで手作り消臭 ～植

物のチカラで玄関まわりをリフレッシュ！～ 

ハーブ・精油についての説明（どのように体に働きかける

のか）ハーブティー試飲し、クラフト作成 

■日程 5月25日（火） 

■時間 13：00～15：00 全1回 

■費用 どなたでも￥2,000 

■持ち物 お子様やご家族のいらなくなった靴下 

■講師 下井由美子 

■会場 Mamma豆乳とおからのドーナツ屋さん 

■お申し込み＆お問い合わせ 

Mamma豆乳とおからのドーナツ屋さんへTELください。 

〒580-0035 大阪府藤井寺市小山1-11-７ 

 担当：工藤 祐子 

TEL.072-951-4570 

URL：http://www.mamma-doughnut.com/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆Herb Lovers（ﾊｰﾌﾞﾗﾊﾞｰｽﾞ）アロマテラピースクール 

1）ふくらはぎトリートメント講座 

 ～第二の心臓と言われるふくらはぎケア～ 

ずーっと立ち仕事、座り仕事、旅行中、介護に、セルフケ

アにご家族に役立ちます。お一人受講可。 

■日程 随時 

■時間 1.5時間 全1回 

■費用 どなたでも5,400円  

■持ち物 くるぶしから膝上まで露出できる服装で。 

2）JAMHA認定ハーバルセラピスト講座 

 ～美容と健康に30種類のハーブを！～ 

家族みんなの健康維持増進、ショップ、サロンでメディカ

ルハーブを生かしたライフスタイルのアドバイスに役立ち

ます。 

■日程 随時 
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■時間 36時間 全9回 or18回 

■費用 どなたでも129,600円 ※材料費 6,480円 

■持ち物 筆記用具 

3）IBTAパワーピアス・セラピー講座 

 ～小さな耳に全身のツボが集合しています～ 

痛くない耳ツボシールに純正スワロフスキーがキラキラ。

リフトアップ体験、肩こり、女性のお悩み緩和等のツボを

学びます。 

■日程 随時 

■時間 5時間 全1回 or2回 

■費用 どなたでも9,288円 ※材料費 17,064円 

■持ち物 筆記用具 

※体験できます。耳マッサージ付き1,080円～。 

上記3つ共に 

■講師 藤田 静代 

■会場 ハーブギャラリー姫路店 

■お申し込み＆お問い合わせ 

お電話またはEメールでお問い合わせ、お申し込み下さい。 

営業時間（11～18時）内にお電話下さい。 

水曜定休日 講座は10～20時可。 

〒670-0992 兵庫県姫路市福沢町144 

担当：藤田 静代 

TEL/FAX.079-295-0310    

E-mail：aroma@mua.biglobe.ne.jp 

URL：http://www.aroma21.co.jp 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆女性のためのホリスティックスクール～アロマラブ 

月のリズムと自然療法講座 2days 

～セラピストのためのスキルアップ講座～ 

月のリズム、月経リズムそれぞれの期間に応じたボディケ

ア、食事、アロマセラピー、ハーブの実践方法を学びます。 

■日程 5月25日（木）、26日（金） 

■時間 10：00～16：00全2回 

■費用 正会員：51,840円 受講生：48,600円] 

一般：54,000円 

■持ち物 筆記用具、フェイスタオル（2枚）、バスタオル

（1枚）、動きやすい服 

■講師 宮澤 知子 

■会場 アロマラブ 

■お申し込み＆お問い合わせ 

●メールでのお問い合わせはこちら 

http://ws.formzu.net/mfgen/S27818607/ 

＊お申し込み後、お振込み等の詳細をお送りいたします。 

Natural Life College in Aroma RUB（アロマラブ） 

〒720-0825 広島県福山市沖野上町6-9-31  

担当：宮澤 知子 

TEL.084-921-5228 

E-mail：info@aromarub.com  

URL：http://www.aromarub.com 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆Natural Presents 

インディーハーブヘナ河本先生のお話会＆セルフヘナ教室 

～安心、安全、適正価格、高品質の天然ヘナ～ 

世界の美容事情と、各自の髪質に適したヘナの配合や塗布

方法を詳しく解説。（お好きな精油を加えます。） 

■日程 5月9日（火） 

■時間 10：00～14：00 全1回 

■費用 どなたでも8,940円材料費込（ヘナ2袋付） 

 その他：マクロビランチ1,080円（希望者のみ） 

■講師 河本 和紀 

■会場 Natural Presents 

■お申し込み＆お問い合わせ 

〒720-0814 広島県福山市光南町    担当今岡 雅子 

TEL.090-4577-8931 

E-mail：natupre2531@gmail.com 

URL：http://ameblo.jp/naturalpresents/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆Total Aroma School WORKSHOP SPACE 

セラピスト向けアロマヘッドヒーリング 

 ～心身の司令塔 脳を癒す究極メソッド～ 

定期的に行っている セラピスト向け初めてのアロマヘッ

ドヒーリングをJAA会員様向けに開催します。 

■日程 6月12日(月)、7月10日(月) 

■時間 10：00～11:30 全1回 

■費用 正会員、受講生2,500円 一般3,000円 

■会場 福岡市中央区赤坂1-7-27-405 

■講師 笠 ハル子 

■お申込み＆お問い合わせ 

以下のコンタクトフォームよりお申し込みをお願いいたし

ます。会員、受講生の方はご申告をお願いいたします。 

また関西、関東、北海道でも不定期ですが行っております。 

その際に案内を希望される方は、日程が決定しましたら連

絡いたしますのでお申し付けくださいませ。 

名称：shrim 

〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-7-27-405 

担当：笠 ハル子 

TEL.097-781-2688 

E-mail：haruko_union@shrim.jp 

URL：http://www.shrim.jp 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アロマの杜 

1）心理アロマ基礎講座 

 ～アロマによる感情解放の基礎～ 

それぞれの香りがどのように心に作用し、感情を解放する

のかを詳しく学びます。まずは自分を癒し、人にもカウン

セリングができるようになるテクニックを学ぶ 2day セミ

ナーです。 
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■日程 5月20日（土）、5月27日（土） 

■時間 10：00～17：00 全2回 

■費用 正会員、受講生：55,000円 一般：58,000円 ※

材料費：受講料に含まれます。 

■持ち物 筆記用具 

■講師 森 祥子 

2）フィットネスアロマ講座 

 ～香りと運動でストレス解消～ 

日頃の溜まった感情を香り（アロマ）で癒し、さらに音楽

に合わせて楽しく運動することでストレスを解消しましょ

う。ダイエットや体づくりなど、それぞれの目的に応じて

サポートを致します。 

■日程 5月19日（金） 19：00～21：00 5月29日（月） 

10：00～12：00 

■費用 正会員、受講生 2,000円 一般  2,500円 

■持ち物 運動しやすい服装、内履きの運動靴、飲み物 

■講師 アロマインストラクター 森祥子 

    フィットネスインストラクター 

難波寿子、徳山いつ子 

3）アロマで瞑想&呼吸ヨガ（クリスタルボウル演奏付き） 

～香りと音で心身のバランスを～ 

クリスタルボウルの音とアロマの香りでチャクラのバラン

スを取り戻し、心と体の滞りを取りましょう。 

呼吸に集中して瞑想するスローヨガです。ヨガや瞑想が初

めての方でも安心してご参加下さい。 

■日程 5月22日（月） 

■時間 10：00～12：00 全1回 

■費用 正会員、受講生：2,500円 一般：3,000円 

■持ち物 動きやすい服装、飲み物、ヨガマット（お持ち

でない方は貸し出します） 

■講師 アロマインストラクター 森 祥子 

    ヨガインストラクター 山下 貴代 

上記3つ共に 

■会場 アロマの杜 

■お申し込み＆お問い合わせ 

メールか電話にてお申し込みください。 

〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市北1-2-13小串ビル2F 

担当：森 祥子 

E-mail：aromanosizuku@yahoo.co.jp 

URL：http://www.aroma-mori.com 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆aroma&herbcare Olive leaf 

介護アロマ実践講座 ～ご家庭や職場、ボランティアです

ぐに活かせる介護アロマ実践講座～ 

福岡、北九州、山口で介護アロマ実践講座を開催していま

す。ご家族の介護やお仕事に活かしたい方、アロマや介護

の知識が全くなくても大丈夫！お気軽にご参加ください。 

1）北九州介護アロマ実践講座 

■日程 毎月第2水曜日 

■時間 19：00～20：30 全5回 

■費用 正会員受講生2,000円、一般3,000円 

 ※材料費込み 

■持ち物 筆記用具 

■講師 吉田 優子 

■お申し込み＆お問い合わせ 

インフォーマルケアサービス研究所までTEL or Mailにて

お願いいたします。 

TEL：090-744-6524 

E-mail：kanazawa.ics@gmail.com  担当:金沢 

2）山口介護アロマ実践講座 

■日程 毎月第2金曜日 

■時間 13：00～14：30 全2回 

■費用 正会員受講生2,000円、一般3,000円 

 ※材料費込み 

■会場 Cafe&space785 

■持ち物 筆記用具 

■講師 吉田 優子: 

■お申し込み＆お問い合わせ 

やなぎ介護アロマ研究所までTELにてお願いいたします。 

TEL ：090-1332-6664 

E-mail：yanadora@mac.com  担当: 柳利英 

3）福岡古賀介護アロマ実践講座 

■日程 毎月第3金曜日開催 

■時間 13：00～14：30 全2回 

■費用 正会員受講生2,000円、一般3,000円 

 ※材料費込み 

■会場 三毛猫きららの店 

■持ち物 筆記用具 

■講師 吉田 優子 

■お申し込み＆お問い合わせ 

三毛猫きららの店までTELにてお願いいたします。 

TEL.090-1710-7776   

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆アーユルヴェーダサロン茶倉（チャクラ）ガヤトリース

クール 

1）アーユルヴェーダ入門講座（理論編） 

 ～まずは自分の体質を知りましょう～ 

体質（風・火・水）に基づいた健康の為の日常の過ごし方、

心のあり方、食生活などの 

大切な基本を学びます。 

■日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です 

※通信教育始まりました。 

■時間 60分×8回 

■費用 どなたでも38,000円（税抜）通信教育同額 

  ※材料費なし 

■持ち物 筆記用具 

■講師 松元 美千代 

2）アーユルヴェーディック美顔 
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 ～クレンジングからパック全過程～ 

心にも繋がっているマルマ（ツボ）を刺激し、お肌のケア

と共に顔のコリもほぐします。オールハンド。 

■日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です 

■時間 90分×6回 

■費用 どなたでも60,000円（税抜）※材料費なし 

■持ち物 筆記用具、エプロン 

■講師 松元 美千代・六反 京子 

3）チャクラン（アビャンガ）全身オイルマッサージ 

 ～毒出しと若返りのインド式ケア～ 

人肌に温めたごま油で全身指先まで丁寧にトリートメント

します。 

繊細な手技で体内のアーマ（老廃物）を導き排出。 

■日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です 

■時間 90分×8回 

■費用 どなたでも120,000円（税抜） 

  ※材料費なし 

■持ち物 筆記用具、エプロン、着替え一式、自分用の 

汗拭きタオル 

■講師 松元 美千代・六反 京子 

上記3つは 

■会場 アーユルヴェーダサロン 茶倉（チャクラ） 

■お申し込み＆お問い合わせ 

アーユルヴェーダサロン茶倉（チャクラ）まで TEＬまた

はE-mailでお申し込み下さい。 

〒890-0063 鹿児島市鴨池１-31-12  西垂水ビル1F 

      担当：六反 

TEL＆FAX.099-252-1240 

E-mail：info@chakura.jp 

URL：http://www.chakura.jp/ 


