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2020 年春、皆さまいかがお過ごしでしょうか? 

 新型コロナウイルス COVID.19 の感染拡大により、ご自身やご家族、大切な

方への健康への気遣いや心配も増していらっしゃることと思います。また、私

たちを取り巻く社会と経荷の情勢も大きく変化をしてきていることから、セラ

ピストとしての今後の 活動に不安を抱えている方もおられることでしょう。 

現在 JAA では、政府からの緊急事態宣言下の中、リモートワークや時差出勤な

ど、平常時の業務形態とは異なった状態ではありますが、事務局の業務運営を

しています。JAA 会員の皆さまへのサービスも、基本的なご利用に支障はござ

いません。ニューノーマルな時代に向けて、プロマコーディネーターである皆

さまが、よりスムーズに安心して活動をいただけるよう、過去の常識とシステ

ムに縛られることなく、更なる協会の改革と改新に取り組んでまいります。ど

うぞご安心なさってください。ステイホームという新たな名称を持ったゴール

デンウィーク、 都会の空は青く澄み直り、高層ビルの間からは鳥のさえずりが

酷こえます。わたしたちが今抱えている苦難と葛藤とは裏腹に、世界的な経活

動の自高によって地球という夢は再生を始めています。 その美しさに、そして

自然のもつ生命のエネルギーに、あらためて撃 を受けます。ほんとうの意味で

の新しい時代を今、加えています。 JAA 発足から 25 年、ここからあらためて

協会を支え続けてくださった会員のみなさまと共にプロマの新時代を築いてい

きたいと考えています。 

日本アロマコーディネーター協会  

ECD エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター Hiromi Seta 
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予防医学とセルフメディケーション編完成記念 

星子尚美先生（ホシコナオミセンセイ）&楢林佳津美先生（ナラバヤシカツミセ

ンセイ） 特別対談企画 

 

はじめに。 さて、2 年前より準備をして参りました予防のためのアロマセラピ

ーテキスト「予防医学とセルフメディケー ション編」が完成いたしました。こ

こ数年、アロマセラピーを取り巻く環境が大きく変わってきた中、JAA で は全

国の会員様がアロマセラピーに期待するものは何か、アロマセラピーが社会に

対してどのようなことが提 案できるのか、の検討を重ねて参りました。そこで

見えてきたことは、「病気にならないためのからだ作り」の 提案です。この度、

昨年より JAA の医療顧問としてご就任いただきました星子先生と JAA 発足時

からの主任講講師の楢林先生との対談が実現いたしました。後半ページには、

この新テキストの購入方法のご案内がございますので、併せてご覧いただけま

すようお願い申し上げます。 

 

JAA 

星子先生、楢林先生、本日はどうぞ、よろしくお願いいた します。 最初のテ

ーマは、「予防のためのアロマセラピーについて」そ れぞれのお立場からのお

考えやメッセージをいただければと思 います。(敬称略) 

 

楢林 

ここ数年密にしているのが、私が代表を務める一般社団法 人日本アロマケア協

会のメンバーです。全国に 200 人程メン パーがおり、年齢は 50 代初め~65 歳

くらいまでです。年齢的 にも更年期による症状など、様々な疾患が出てきても

おかしく はないのですが、今までのアロマの積み重ねのおかげでしょう か、

皆さんすごく穏やかです。また、乳がんも、現代は 11 人に 1 人と言われていま

すが、メンバーには 1 人もいません。何かのためにアロマを使うということも

大事かもしれませんが、日々のトリートメントや、香りを楽しむといったこと

の積み重ねが、とても色々なことに役立ち、結果として予防に繋がっているの

だと思います。 



 

星子 

私は患を繰り返さないように、再発を予防するということを大事に考えていま

す。例えば、膀胱炎を繰り返し起こす人には、再感染しないように精油を使っ

ています。また、免技力を高める目的での精油の使用や、精油の殺菌力を用い

て化膿やすいニキビの治療に使ったりします。更年期の症状に対しては、クラ

リセージをよく使います。私が使用している医療用のクラリセージ精油は、と

ても高いホルモン作用を発揮するため、 使い方を間違うとホルモンバランスを

乱す危険性があります が、適切な方により更年期障害を軽減させます。クラリ

セージ以外では、作用の穏やかなローズ系のものをちょっと使って、症状をな

るべく出させないようにしています。患者様の状態をよく観察し、十分な問診

や触診を行った上で精油を処方します。その場で調合したものを塗布してもら

ったり、お風呂やスプレーにして使ってもらうなど、その人の日常で一番良い

と思うものを処方して、使って頂くようにしています。 

 

JAA  

楢林先生は JAA 発足時からの主任講師で、アロマコーディネーター講座のカリ

キュラムを構築していただき、マッサージの資格取得後は治療院もなさってお

られました。また、全国の会員様と各種セミナーを通じて触れ合ってこられま

した が、この 10 年程で生活環境やアロマに対する捉え方は、どのように変わ

ったと思われますか? 

 

楢林 

20 年前、10 年前と、それぞれ感じてきましたが、具体的に様々な変化を感じ始

めたのは 5、6 年ぐらい前からです。特に感じるのは、働く女性が増えたことで、

家庭で料理をする頻度が少なくなったこと、つまり、時短やコンビニエンスな

ものを。 求める傾向がでてきたことです。アロマでも、便利なグッズを、よく

目にするようになりましたが、精油をひとつずつ勉強して、 自分でどうしたい

かを考えるのでなくて、例えば取れないのであれば、「安ブレンド」といった商

品を買うという傾向が増えたように感じます。香りを求めている方が増えるの

は嬉しいのですが、精油をじっくり学び、自分の中に知識として蓄えていくと

いった流れは薄れてしまっているのかなと感じます。 

 

JAA  

そうですね、すでにブレンドされた「○○に良いアロマ」みたいなものが比較

的人気があって、精油をじっくり学んで、 自分に合うものを試しながら体感を



知に変えていくことよりも、手軽さを求める人が多くなったことは同感です。 

そのような世の中の流れの中で、アロマが果たせる予防の一番のポイントは何

でしょうか。 

 

楢林 

例えば、幼稚園ぐらいの未就学児のお子さんで、月に１、２回高熱で耳鼻科か

小児科に行くような状況も、ティーツリーやユーカリラジアタなどの精油をデ

ィフューザーで焚いたり、２、３分ほど胸と背中にブレンドオイルを塗ってあ

げたりすることで、１ヶ月後はもう病院に行かなくても良くなるといったケー

スがあります。 薬を使って辛い症状だけを抑えるのとは違い、症状が現れる本

的なところや弱い部分にアプローチして、健康へと導いてくれることが、アロ

マが果たせる予防の一番のポイントだと思います。 

忙しい毎日ですから、時に利便性を重視することもあって良いと思いますが、

やはりご自身の体感から学ぶ精油の知識や使い方の知恵を予防に活かして欲し

いと思います。 

 

星子 

そうですね、親が正しい精油の知識を持っていれば、子供 たちの健康を守る助

けになります。家庭内におけるアロマセラ ピーは、子供だけでなく、家族全体

の健康にも繋がりますし、個の健康は社会の健康に繋がっていきますね。 

 

JAA  

ここ 5、6 年前から提唱されている「メディカルアロマ」を、昨今よく耳にする

ようになりました。メディカルアロマもいろいろあって、医療資格のある方が

実践する場合や、精油 が持つ効果だけに目を向け、あたかも薬の代用になるぐ

らいの期待を持って精油を使うという流れもあったりしますが、 星子先生はど

のようにお考えになりますか？ 

 

星子 

私が行っているメディカルアロマは、精油の成分含有量の規定があります。要

は、この成分が何パーセント以上でないと メディカル用精油として認めないと

いうことです。また、これらの精油を使う際の度は 3 から 10%、場合によって

は 20%ということもあり、かなり高濃度です。エストロゲン作用のある精油を

使って、女性特有の症状をケア したいと思う方も多いと思いますが、例えば、

クラリセージという精油はかなりホルモン作用が強く、下手に使うと、ホルモ

ンのバランスを崩してしまいます。「アロマだから安全ではありません。使い方



を間違うと危ないですよ!」と私は言いたいです。 

 

JAA 

 星子先生のおっしゃるとおりですね、楯林先生はどう思われますか？ 

 

楢林 

メディカルに精油を使うというのは、厳密には一般の人には無理だと思います。

病気には症状の出始め、症状がピークの時、症状の終息とその予後があって、

それぞれ状態が変わります。それに合わせて精油を使い分けるのは、一般の人

には難しいです。治す、病気の人を早く楽にしてあげることを望んで精油を使

っても遠回りになるかもしれないです。ですから、メディカルという言葉を安

易に使ってはいけないと思っています。 

 

JAA  

楢林先生は、「頭が痛い時に、その時に痛みを抑える精油を使って頭痛が治まっ

ても、後日、また頭痛に悩まされるのは、それは根本的なケアになっていない。

対症療法的な使い方はよくない」とお話されます。精油を薬のように扱う分か

りやすい例だと思います。 

 

楢林 

療法的な精油の使い方がいけないということではないのですが、「どうして頭痛

になるのか?」その原因を自分なりに 探っていく必要があると思っています。

そうでないと、いつまで経っても頭痛から解放されることはありません。アロ

マを便 利な頭痛薬として扱うのではなく、頭痛にならないために生活 習慣か

ら見直すことも大切ですね。 私の経験談なのですが、太もものマッサージをし

ただけで偏頭痛を誘発するケースがありました。血管を拡張するとそのような

こともあるので、「あなたは偏頭痛ですか?」とチェックするようにしています。

頭痛にも色々な種類があるので、自分がどのタイプかというものを理解してお

くと、適切な精油を使うタイミングもわかってきます。 

 

星子 

人によってその頭痛の原因が違いますからね、同じ精油でも、この人には良い

かもしれないけど、この人にはダメっていうのもあります。精油の作用に惑わ

されるのではなく、自分の心身がどうあるのかを探り、適切な精油を使って健

康増進に役立てて欲しいと思います。 

 



JAA  

精油を正しく安全に使用してこその、予防のためのアロマセラピーですね。 さ

て、次のテーマですが、この度のテキストでは、環境問題についての内容もあ

りますが、どのようなことが学べて、どのようにアロマセラピーが活かせるの

かということを、星子先生からお願いします。 

 

星子 

先日のオーストラリアの火災では、多くのユーカリやティーツリーの木が消失

しました。これらの植物は、精油の原料でもありますから、今後、精油の抽出

量にも影響が出るのではないかと心配しています。抗ウイルスや殺菌作用に優

れ、感染子防に役立つ精油ですから、入手困難となれば、アロマセラピーを学

ぶ人も、実践している人も困るはずです。 樹木の消失においては、アマゾンも

同じで、無計画とも思われる木の伐採が進んでいます。物が生えない場所には、

動物も住めません。なぜなら、全て連鎖しているからです。環境のことを真剣

に考える必要があります。食物連鎖の頂点に立つ人間 がどう生きるかによって、

環境は大きく変わります。これからは、本質の世界になってきますので、やは

り中身がどれだけ大事かということがわからないといけないと思います。 例え

ば、私たちの身近なところで言えば、農薬の問題。野菜は無農薬で、形が悪く

てもそっちのほうが栄養的には良いわけですよね。見た目を重視して、葉をた

くさん使って作物を得ることを続けていけば、それは、土地の汚染、水の汚染

にも繋がっていき、結果として私たちの暮らしに大きな影響を及ぼします。 

 

楢林 

星子先生のおっしゃる通りだと思います。世の中には、からだに悪いことがわ

かっている危険な食品も多く流通していま すし、自然を損ねることがビジネス

という名のもとに残念ながら施されていますね、しかし、アロマセラピーを学

び、実践することは、植物や農業を介して、自然環境や現代社会を気にしたり、

それを学んでみたりすることに繋がり、結果として、自分はどうしたらよいか、

自分だけではなく、社会としてどうあ るべきかを考えるきっかけになると思い

ます。 

 

星子  

「どのように人間が生きていくのかこれは、環境問題にも、アロマセラピーの

実践にも、共通のテーマだと思います。 長生きして、すごく幸せに亡くなるっ

ていうのが一番じゃないですか。そのためにはどういう風にしたらよいか、考

えて欲しいと思っています。物の豊かさだけでは、人の幸せを作ることはでき



ません。人や環境に対して優しく、そして温かな気持ちを持つことが、とても

大事です。 

 

楢林 

人生、いつが自分にとって一番幸せな時で、終わりをどうしたいのか、どうい

う生活をしなくちゃいけないのか、ということを考えないといけないというこ

とですね。 

 

JAA 

JAA は昨年 SDGG をテーマに「いやしの祭典」を開催し、今年もセミナーを行

いながら啓蒙していきたいと思っています。 以前、星子先生が、「人間の体は

小宇宙で、大宇宙と繋がっている」という話をされていましたが、どのような

ことかをお話していただけますでしょうか? 

 

星子 

地球と人間のからだは、大宇宙と小宇宙。みんな繋がっていると考えることが

できます。例えば、アマゾンの森林伐採は、人間の肺とその機能に影響を及ぼ

すということです。アマゾンの森林はたくさんの酸素を作っていますが、これ

を人間のからだに置き替えると肺にあたります。森林破壊が進めば、二酸化炭

素を取り入れて、素を作り出す機能が低下しますよね。 単に言えば、空気が汚

れていくわけです。空気の汚れは、私た ちの肺にもダメージを与え、喘息など

の肺疾患を引き起こしやすくなります。さらに、人肉のからだは 70%が水分で

すが、川や海を汚すということは、私たちを満たしている水分を汚すも同然で

す。また、私たちの暮らしは多くの微生物の働きによって支えられていますが、

腸の中にも微生物が何兆も存在しています。なんと、腸の微生物は意識を持っ

ているのです。発生学的に、もともと人間は腸から始まっており、腸は第一の

脳と言われています。 

 

楢林 

腸内の細菌には様々な作用がありますが、肌にも常在菌がおり、菌は悪さをす

るものと思っていた部分もありましたが、 逆にトリートメントなんかでは手助

けしてくれています。 何かそういったことをちょっと感じながら、精油を使い

たいと思っています。 

 

星子 

オーストラリア火災では多くの植物が焼失してしまいましたが、植物と人間っ



てすごく近しいということを考えなきゃいけないですよね。私たちも一種の植

物ですから。 

 

楢林 

植物は遺伝子の中に、いつ発芽して、いつ花が咲くという ことを、同じ種であ

れば、時を変えてもくり返しているのだそうです。自分がすべきことをちゃん

と分かっているといこうことだと思います。そういったものから得られた精油

なので、それを使っていくうちに「自分が何をしなくちゃいけないのか」 とか

「何をしたらいけないのか」とか、おのずと心に浮かんできます。 

 

星子 

それはすごいですよね、植物だって、「ちゃんと生きているんだよ」っていうこ

とですね。植物が教えてくれることって、 本当に多いと思います。 

 

JAA  

それでは、最後にアロマコーディネーターの未来についてそれぞれ一言お願い

します。 

 

星子 

アロマコーディネーターの未来は、自分の心と魂が喜ぶことが仕事になると思

います。様々な災害が起こった時に、アロマで癒してあげることができますね、

素晴らしいことだと思います。仕事とは、人が喜ぶことをするというのが本当

の仕事だと思います。 

 

楢林 

精油をうまく使えるようになって、生活の中に自然に置き換えられるような、

今まで使っていた化粧品や、ケミカルな製品を使わなくて自分の手作りで使え

るようになれば、それだけでも人にも人生にも良いわけですし、気持ちもゆっ

くりするし、 周りもハッピーだし、そういう人が増えたらアロマが世界を変 え

ていきます。 

JAA  

「アロマコーディネーターが世界を変える!」なんて、素晴らしい未来なんでし

ょう!  

星子先生、林先生、本日は大変貴重なお話をしていただき、 誠にありがとうご

ざいました。今後も「予防のためのアロマセ ラピー」に関するご指導をお願い

申し上げす。 



 

おわりに 

 この対談は、3 月 10 日に行われましたが、日本中が新型コロナウイルス感染拡

大の脅威にさらされているさなかでした。 対談中もその話題が多く出ましたが、

「何より、徹底した予防が大事」と星子先生からうかがいました。 本誌が皆様

のところに届けられる頃には、終息していることを願っています。 また、その

他多岐に渡る対談内容でしたが、誌面の都合で割愛しています。「予防のための

アロマセラピー」に関して、 今まで以上の関心を持っていただければ幸いです。 

 

コラム７ページ 

 

予防医学とセルフメディケーション編のテキスト販売がスタート! 

予防医学のためのアロマコーディネートを学ぶ 

病気にならないためのからだ作りを目指して 

 

現行のアロマコーディネーター受験対応講座に、予防医学とセルフメディケー

ションが加わり、予防医学のためのアロマコーディネートの学習がはじまりま

す。予防医学とセルフメディケーションは、アロマセラピーの社会的な役割や、

自分の健康に責任を持つといった考えを 1 冊のテキストにまとめたものです。

2021 年 10 月の試験より、小論文の出題範とします。 

なお、アロマセラピーの基礎知識についての変更はありません。 すでにアロマ

コーディネーターライセンスを取得されている会員の皆さんにも、別冊「予防

医学とセルフメディケーション」執筆 監修医学博士星子尚美医師 )をお届けす

ることができます。ご希望の方は、下記の購入方法よりお申し込みください。 

 

・金額  特別価格 4,000 円(税別) ※送料別途 540 円 定価 8,000 円(税別) 

・対象者 アロマコーディネーターライセンス取得者 

※AC 加盟校主事者は後日指定校材を郵送いたしますので、購入の必要はありま

せん。 

 

・購入方法 JAA オンラインショップ https://www.jaa-shop.jp/ 

・申込期間 2020 年 5 月 20 日から 6 月 20 日 

・販売冊数:限定 1,000 冊 

・お届け日 2020 年 5 月末より順次発送予定。  

※予的に学とセルフメディケーション編に提出課題はありません。  

※2021 年 10 月以降の試験を受験する場合のみ、小論文の範囲である「予防と



セルフメディケーションの購入の必要があります。 

 

『予防医学とセルフメディケーション編」Contents 

 

チャプター１ 

健康とは何か  

・健康の定義 WHO 世界保健機構前文  

 ・健康の語源、健康と環境、健康の形、健康になるための要因 

人生 100 年時代 

・高齢化社会、健康寿命、センテナリアンに学ぶ生き方  

現代人が考える健康問題  

・WHO ファクトシート死亡トップ 10 

チャプター２ 

自然環境と生活環境 

人々の暮らしが与える自然環境への影響・環境が与える健康への影響（食・水・

空気・土壌）生活環境が与える健康への影響（衣食住・ストレス・運動不足・

生活習慣の乱れ・活性酸素・電磁波） 

コラム 有機農法による農作物は健康増進に働く 

免疫システム 

腸管免疫・免疫寛容・免疫とアレルギー 

低体温と免疫機能 

低体温が免疫機能を破壊し、ガン細胞を増殖させる・体内にガン細胞が発生す

る主な原因（ＤＮＡエラー・発がん性物質・活性酸素） 

コラム ガンは温めることで死滅する  

活性酸素とは(スーパーオキシド・過酸化水素・ヒドロオキシラジカル・ 一重項

酸素) 抗酸化物質について・体内で作られる抗酸化物質・体外から取り入れる抗

酸化物質・活性酸素を増やす要因とは 

チャプター３ 

生活習慣との関係 

サーカディアンリズム(生体リズム・概日リズム・ 体内時計) 

コラム 

体内時計 には５つのリズムがある・ストレスとは・自律神経とは・現代人の生

活と自律神経の乱れ・自律神経が乱れる主な原因・ストレスマネジメント・自

分に合うリラ クセーション法を身に付ける・呼吸法（鼻呼吸・深呼吸） 

腸内環境と疾患の関係 

腸管は人体最大の免疫器官・腸内細菌（腸内フローラ・腸内細菌叢） 



コラム 

ウンチの 3 分のⅠは腸内細菌？・腸内環境悪化の要因（アルコール・医薬品・

加工食品・タバコ）腸内相関（腸は第 2 の脳・腸内環境（腸内環境が悪化する

食事） 

活性酸素の有害性・ストレスと活性酸素 

コラム 

私が実践したガンとの向き合い方 医師星子尚美 

チャプター４ 

予防医学と未病 

・予防医学の基本・自分の状態を知ることは予防の一歩・未病の状態とは・東

洋医学の特徴と西洋医学の特徴・冷えは万病の元・自律神経の乱れと冷え・血

液と冷え・未病と向き合う・未病の改善・未病への取り組み方 

病気にならないからだ作り 

・セルフメディケーション・デトックス・デトックスをサポートする睡眠・デ

トックスと食事 

メンタルケア  

・メンタルケアが必要な状態・ストレスから身を守る４つのメンタルケア 

メンタルケアに役立笑い」の優れた効果 

 眠りは心と体のメンテナンスを行うための大切な時間  

・1 日に必要な睡眠時間・質の良い眠りのために必要なこと・メンタルケアと運

動  

平熱３７℃ 

人間が生命活動を維持するために重要な酵素は３７℃前後で最も活発に働く・

低体温と未病・体温をアップさせて不調の原因を根本から改善・低体温改善と

アロマセラピー 

 

 

コラム８ページから９ページ 

 

誰も置き去りにしない世界 

私たちができること 

 

今年 1 月に活動を開始したチャイルドケア共育協会では、「チャイルド(いのち)

のために、チャイルド(ひと りひとり)ができること」の考えから、会員の皆さ

んと SDGS を共に学び、共に取り組む機会を提案する「チャイルドケア×SDGs

プロジェクト」を立ち上げ、JAA としても SDGS は会員さまと共に考え、行動



していきたい目標であることから本プロジェクトに協賛する運びとなりました。

本プロジェクト発案者の松本美佳先生と、 6 月 20 日(土)開催の「2020 年から

の beauty action! SDGS プロジェクト/vol1」で講師を務める坂入千佳さんに 

SDGS プロジェクトについてお話を伺いました。 

 

SDGS とは 2001 年に策定されたミレニアム 開発目標 として、2015 年９月の

国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記

載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標 

 

松本美佳（マツモトミカ） 

チャイルドケア研究所代表  

家庭教育学会常任理事 

家庭教育支援協会理事 

チャイルドケア共育協会 

https://www.childcare-jp.com/ 

 

チャイルドケア共育協会 

松本美佳 

ビジネス界だけではなく、教育現場や日常でもよく耳にする ようになった

「SDGs(エスディージーズ)」。今や小学生の子どもたちから取り組まれている活

動ですが、大人の私たちでもわかっているようでわからない、そして今さら聞

けなくなっているということはありませんか? 

「何となく難しそうだし、私たちには関係ない」なんて思っていたらとんでも

ない。私たちの未来に、そして子どもたちに直接関係する活動です。だからこ

そ、深く理解し、すぐに取り組む必要があります。おさらいとして簡単にお話

すると、現在の社会、環境や人々の意識がこのまま変わらずにいると、地球環

境は悪化し、未来に子どもたちが生きることが困難になるという危機が起こる

と推測されています。そこで 2015 年、国連に加盟するすべての国々が合意し、

2030 年までに「持続可能な開発目標」に取り組むことになりました。そのテー

マは幅広く 17 個の目標があります。気候変動、境汚染、貧困、教育、経済格差

等多岐に渡り、どれも簡単には解決できるものではありません。また、SDGS

の活動は、先進国、途上国関係なく、そして誰一人も取りこぼさないというこ

とを強く訴えています。同時に特別な人だけの活動ではなく、ひとりひとりが

できることがあるということです。  

ひとりひとりの意識を変えて行動することで、未来は変わっていくことができ

るのです。SDGS の活動は特別なことではなく、日々日常から、他者を思い、



地球を考えていくことから始まっています。 

チャイルドケアは、2020 年子育て、ファミリーケアを中心にしたものから、あ

えて地球を母とするすべてのいのちを「チ ャイルド」と打ち出し、すべてのい

のちのケアを幅広い分野 で考えて行動していくことを目標にしました。まさに

SDGS の 活動に並走できる「ケア」であると思います。 

そこで、チャイルドケア共育協会では、チャイルドケアの基本学習を提案する

だけではなく、実際に社会に向けて「家庭」を軸にどのように関わっていくこ

とができるかを具体的に検討していくために「SDGS」への取り組みをされてい

る 

タベキ フ代表の坂入千佳さんをメンターに迎え、チャイルドケアとしての取り

組みを提案していきます。 

「チャイルドケア×SDGS プロジェクト」として、2030 年に結果をしっかり出

せるような取り組みを「知覚動考(ともかくうごこう)」精神で活動していきます。  

今回のイベントでは、SDGS が必要となった背景を知り、具体的に「家庭」で

できることを一緒に考え、「目標」を見つけて 人いきたいと思います。  

 

坂入千佳（サカイリチカ） 

株式会社 tabafu CEO  

グロウス・カンパニー＋SDGS 基礎講座修了 

資質学講師 

資質学カウンセラー 

tabekifu 

https://tabekifu.co.jp/ 

 

株式会社 tabekifu CEO 

坂入千佳 

 

私は、１年ほど前から "tabekifu という事業を通して SDGS を学び、広げるき

っかけをいただきました。それ以前から豊 かな生活をさせていただきながら発

展途上国への旅行なども 通して、私自身がいろいろな和感を感じ始めていまし

た。 ビジネス界では、国をあげて世界をあげて、SDGS 事業のソー シャルイ

ンパクトを見通し、SDGS 事業に投資を考えていく時 代になり、私たちの事業

もいくつかの投資会社さんとお話しをしてまいりました。  

ヨーロッパ諸国でも日本のこれからの ESG 事業や SDGS 事業に 注目をしてい

て、世界の中での日本の立ち位置も理解できる ようになり、またこういった社

会課題解決型の事業はますま す増え、その必要性もより大きくなると感じてい



ます。 

 私たちは、去年事業として“tabekifu”をたちあげ、フード ロスをなくしてい

くサービスを開始したばかりですが、実際 稼働してみて感じるのは、社会課題

をひとりひとりが地球の 一員として自分事としてとらえられているか?という

ところす。 

SDGS は、経済・社会・環境と、この 3 つの側面を統合的にとらえたもので、

おのずと環境問題のこと、その原因としてエ ネルギーや産業のこと、社会問題

を学んでいくことになりますが、実は、家庭や親子でまずはじめていけること、

楽し 学べることが多くあります。 

 地球にやさしいと記載のある商品、エコマーク、その実態を 調べたり、発酵

食品、味噌を手作りしながら、自然界の菌の バランスについて考えたり、住宅

展示場に行くように、自然 素材やリサイクル素材でできているエコハウスを見

にいった り、ゼロウェイストの徳島上勝町を調べたり。  

それぞれが 17 課題のどれかに該当しており、住宅も、ごみ の捨て方も、食べ

物、消費している様々な商品のこと、日常 の生活の中にあることばかりです。

自分事として学び、どん なベストが尽くせるか？ 

「知覚動考(ともかくうごこう」の精神で、目標を見つけ一緒 に活動していきた

いと思います。皆様の一つひとつの学びと 選択が、地球の美しい未来につなが

る、そう願っています。 

 

～tabekifu の由来～  

『tabe」は食べるを表現しています。食べることは人、生命の根源です。「kifu」

は寄付を表しています。寄付の気持ちは同じく人の根源的なものです。この 2

つが一緒に、自然とできるようになる  社会になって欲しいという意味を

「tabekifu」に込めています。 日本はもちろんのこと、世界でこの言葉を、こ

の活動を広げて行けることを確信しています。 

 

コラム１０ページから１１ページ 

 

「2020 年からの beauty action! SDGS プロジェクト/vol.1」 

日本アロマコーディネーター協会×チャイルドケア共育協会と tabekifu 

 

わずか 10 年のタイムリミットに向けて、行政や企業に対策を委ねるだけではな

く、私たち個人のできることは何かと考える機会も増えました。しかし、日常

生活をこなしながら片手間に SDGS に取り組んでいても残念ながら目立った結

果を出すのは難しかったり、スケールが大きすぎてどれだけ学んでもインプッ



トが追いつかなかったりと、戸惑っている方も多いと思います。 でも実は、毎

日の生活の中で知らず知らずに SDGS プロジェクトに参加していたという行動

もたくさんあります。今日のセミナーでは、アロマコーディネーター、チャイ

ルドケアインストラクターが、会社員が、主婦が、学生が、様々な生活スタイ

ルの人たちそれぞれが、SDGS17 のテーマのどの POINT に貢献した生活を送

っているのかを確認しつつ、行動を意識することで更に広がる貢献とは何かを

見つけるセッションにしていきたいと考えています。 講師を務めてくださる坂

入千住先生は、SDGS の普及活動と併せて、会員登録して注文するだけで食品

ロスの解消と共に寄付に つなげる新たな貢献のかたち「tabekifu」というフー

ドロス解決アプリも開発され、「役に立ちたい」という人々の気持ちを社 会に

つなげるキッカケ作りの提案を積極的に活動されています。  

大きなテーマを身近に感じていただけるように、セミナーでは「シールラリー

的ゲーム」や「SDGS クイズ」など、皆さまに楽しく学んでいただく企画を提

供いたします。また、参加者全員のセミナー参加費の一部は「tabekifu」と提携

している社会貢貢献団体に寄付をさせていただきますので、世界支援の第一歩

を体感いただける機会にもなります。開催日の 6 月 20 日は１年に数回だけ訪れ

る「天赦日で、天赦日は〈日本の暦の上で最上の吉日)とされており、新しい何

かをスタートさせたりし躊躇していたことに挑戦するには最高の日と言われて

います。「2020 年からの beauty action! SDG8 プロジェクト/vol.１」をキッカ

ケに、みなさまと目標を見つけ、一緒に活動をしていきたいと願っております。 

※本プロジェクトセミナーは、東京都の緊急事態宣言の発令状況により、オン

ライン開催となる可能性がございます。現時点では開催する方向で動いており

ますが、お申込み受付けに関しては、緊急事態宣言解除後に JAA メールマガジ

ンにて 改めてアナウンスをいたします。 

 

日程 2020 年 6 月 20 日(土) 

会場 アットビジネスセンター池袋駅前本館 5F  

参加費 JAA 会員/チャイルドケア会員 3,300 円(税込) 一般 4,400 円(税込)  

※参加の中から、おひとり様につき 300 円を社会貢献団体に寄付いたします(今

回寄付を行う団体については講義内容でご説明いたします) 

【お申し込み方法】 

確定次第、JAA メールマガジンにてお知らせいたします。  

【プログラム・13:30～16:30】開場 13:00～ 

13:30～14:20 

世界で、日本で、投資で、様々な分野でそれぞれ取り組みを進めています。マ

クロもお伝えしながら、ミクロな家庭やひとりひとりの取り組みの中で、すぐ



にでも自分ゴトとして取り入れることのできる家庭目線でできる SDGS を考え

ていきたいと思います。 

＜講演テーマ＞ 

・持続可能な社会を作るために私たちにできること  

・国連で採択された持続可能な 17 の開発目標  

・SDGS の現在  

・新たな価値創造の時代  

・与え合う、協力しあうことの喜びと価値  

・女性の母性について様々な社会貢献団体の取組みについて  

・家庭で取り組める SDGS の提案、対話 

◆ワークショップ 14:30~15:30  

「あれも、これも SDGS!!知って、分かって、やってみよう」 

家庭でできる SDGS2020 年からの beauty action!  

ひとりひとりの取り組みがいかに大切かという講義内容のもと、家庭で、ひと

りで、すぐにでも取り組めること、すでに取り組んできたことなどグループ発

表やクイズを盛り込みながら、自由に話し合っていきたいと思います。 家族で

よく話し合うこと、海外旅行や健康についてなど、実は、14・15 の環境項目“海

や陸の豊かさを守ろう、8 の働き方項目、働きがいも経済成長もに該当しており、

すでに考え取り組んでいたというケースが多くあります。  

無意識に取り組んでいるところから、よりスピードアップさせるためにも、そ

れらをどんどん顕在化させていく、意識して楽しんでいく、そんな美しい地球

の未来のためのプロジェクトにしていきたいと思います。 

◆主催代表者対談 15:40～16:10  

坂入千住/株式会社 tabekifu  

松本美佳/ャイルドケア共育協会  

木村保司/日本アロマコーディネーター協会 

◆質疑応答 16:10～16:30  

本日のセミナーについて、SDGS について、お気軽にご質問ください。 

 

チャイルドケアインストラクター web 講座お申し込みキャンペーン! 

キャンペーン期間中にチャイルドケアインストラクター Web 講座をお申し込

みの方限定! 

SDGs プロジェクトスタート記念 JAA 会員特別価格 定価 66,000 円(税込) → 

44,000 円(税込)! 

◆キャンペーン期間 コラムが届いた即日~2020/6/30(火)まで  

◆お申し込み方法  JAA-SHOP(JAA 公式サイトに設置)にてお申し込みでき



ます。 

お申し込み URL: http://ur2.link/vVJ 

 

<受講システム) 本講座は web 上での受講です。パソコン・スマホ・タブレット

などインターネット環境をお持ちの方であればどなたでもお申込即日から受講

を開始できます。 

 

《講座カリキュラム)※受講期間１年間  

カリキュラム【A】「7 つのコンセプトと家庭教育」全 3 回  

カリキュラム【A】でチャイルドケア理論を集中講義 

チャイルドケアの学びの軸となる 7 つのコンセプトと、子育て世代における現

代社会の向き合い方、家庭教育理論を追加して、家庭に留まらず社会や環境に

視野を向けるチャイルドケア理論のと、さらに特別講義として「チャイルドケ

アの東洋医学」を受講できます。 

Lesson 1 チャイルドケアのきほん① 

Lesson2 チャイルドケアのきほん② 

Lesson3 [特別講義】チャイルドケアの東洋医学  

 

カリキュラム [B]「web スクーリング」全 7 回  

カリキュラム【B】は全 7 回の自宅スクーリング!  

実際のレッスンレクチャーの囲気を体験できていないと、自身が数室を開くと

きにどのような流れで開催すると良いか、内容をどうまとめて伝えていくかわ

からないという不安要素を解消するため、「講義 を体感する」形式でスクーリ

ング動画を全 7 本ご用意しています。 チャイルドケアインストラクターライセ

ンス取得後は、Web スクーリングの各レッスンレジメを協会から発行いたしま

すので、レジメを利用したセミナーをすぐに開開催することができます。 

 

Lesson 1 チャイルドケアのスキンケア 

Lesson2 チャイルドケアのフットケア 

Lesson3 チャイルドケアのハーブケア 

Lesson 4 チャイルドケアのアロマケア 

Lesson 5 チャイルドケアのタッチケア 

Lesson 6 チャイルドケアの言葉と感性のケア  

Lesson 7 チャイルドケアのライフケア 

<お問合せ) チャイルドケア共育協会(平日 9:30～18:00) 

■メール info@chidcare-jp.com  



■TEL03-6627-6806  

■公式 HP:https://www.childcare-jp.com/ 
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大学の研究現場から 

医学教育における アロマセラピーの役割 

 

森美侑紀 

Miyuki Mori 

森ノ宮医療大学医学部学科/大学保健医学研究科/教授 

和歌山大学大学院医学研究科過程修了。博士医学)。 

統合医療学（アロマテラピー）の研究に従事。看護学、柔道整復師、介護支援

専門員、上級食育アドバイザー、JAA アロマコーディネーター、アロマトップ

インストラクターの資格を持ち「もっと身近にアロマセラピーメディカルから

日常まで改訂版の著者でもある。 http://www.marinomiya-ac.jp guide 

 

森ノ宮医療学園は、鍼灸師を育成するために 47 年前に専門学校として創設され

ました。当初は鍼灸師を育成する専門学校でしたが、2000 年には柔道整復学科

の開設、2007 年には森ノ宮医療大学が開学いたしました。森ノ宮医療大学は、

東洋医学と西洋医学の融合、統合医療をコンセプトに、鍼灸学科と理学療法学

科の 2 学科から始まった大学ですが、現在は看護学科、作業療法学科、臨床検

査学科、臨床工学科、診療放射線学科の 7 学科を有し、また助産学専攻科、大

学院修士課程、博士後期課程も設置しており、関西最大級の「医療系総合大学

を目指しています。 

私はこれまで、看護や介護、スポーツ現場など広く携わってきましたが、現在

の医学の抱える問題点や限界を感じる場面も多く、そんな中で予防医学の重要

性そして心の医療について深く考えるようになりました。日本においては未だ、

癒しや美容のイメージが強いアロマセラピーですが、補完代替医療のひとつと

して広く浸透させたいという思いが日々募っていきました。そのためにはエビ

デンスが不可欠であることから、現在アロマセラピーを生涯の研究テーマとし

て、主として分子生物学的なエビデンスの蓄積に勤しんでいます。 

本学のテーマは「東洋医学と西洋医学の融合であり、入学する学生の統合医療

に対する関心も高いようです。私は現在、大学で生化学や栄養学など基礎医学

領域の講義を担当しながら、統合医療概論の中でアロマセラピーに関する講義

も行っています。この科目は鍼灸学科だけでなく、全学科が対象となっており、



学科によって受講人数は異なりますが、統合医療に興味を示す学生も多く見受

けられます。アロマセラピーの授業は、講義と実習を行います。講義では、医

療や介護の現場、スポーツ現場などでの精油の使用方法、注意点、最新の研究

報告なども含め、常に情報の更新が出来るよう心掛けています。中でも精油の

危険性や使用上の注意については重要視し講義を行っています。精油は天然の

植物から抽出されるため、副作用など全くない、沢山使うほど効果がある、な

どと誤った認識を持っている学生もいるため、正しい知識を持って精油を使う

ことで、アロマセラピーを有効的に医療に取り入れることにつながると考えま

す。クラフト作成やトリートメントなど、実習や実技は特に楽しそうな表情で

取り組んでおり、「癒される～」「ずっとアロマの授業ならいいのに」などと嬉

しい声も上がり、和気あいあいとした授業風景です。 

さらに 4 年前には助産学専攻科が開設され、全学生がアロマコーディネーター

資格を取得します。学生は、アロマコーディネーター資格を取得後に臨地実習

へ赴きますので、妊産婦さんへトリートメントの施術を行うなど、実習現場で

もアロマセラピーを活用し、患者様に大変喜んで頂いています。妊娠中は悪阻

や浮腫み、腰痛などさまざまな体調不良があっても薬剤を使用出来ないことが

多く、ただ痛みや苦しさに耐えている妊婦さんが多くおられます。またマタニ

ティブルーや産後うつという言葉があるように、出産前後は特に精神的にも不

安定になりやすい時期です。心身両面へ作用するアロマセラピーは、このよう

な時期にこそ多様な症状の緩和に有効な療法であると考えます。しかしながら

妊娠中は禁忌となる精油も多いことから、精油の危険性や使用上の注意事項に

ついて熟知し、安心安全なアロマセラピーを行うことが最も重要です。患者様

の好みの香りや状態に合わせた精油を用いて施術を行うことで表情も緩み、不

安な気持ちや悩みを打ち明けて頂くなど、学生との信頼関係も築かれているよ

うです。 

また専門学校教育においても、アロマセラピーに関する指導を行っています。

鍼灸院や整骨院も増え続ける中で、他院との差別化を図りたい、患者様の心の

ケアも出来るような治療がしたいなどの理由から、アロマセラピーに興味を持

つ学生が増えたため、2009 年度より JAA 法人加盟校として登録し、アロマコ

ーディネーター資格取得講座を開講しています。本講座は春・秋の年 2 回開講

しており、通常カリキュラムとは別に時間帯を設け、希望者のみが受講するシ

ステムとなっています。専門学校や大学の在校生だけでなく、卒業生や一般の

方も学べる講座となっており、学外の皆様へも広く学びの場を提供しています。

講座の受講目的は、自分や家族の健康管理、治療の一貫として、理学療法の手

技として、スポーツ選手のコンディショニング作り、などさまざまですが、こ

れまでに約 400 名のアロマコーディネーターが誕生しました。資格取得後はそ



れぞれの分野でアロマを活用して頂いているようで、治療での成果や健康管理

での効果効用など、沢山の嬉しい報告を頂いています。 

大学や専門学校の授業をきっかけに、医療職を目指す学生たちがアロマセラピ

ーに興味を持ち、予防医学や統合医療についての関心が深まることで、医学医

療の中でより発展的に活用されることを願っています。 
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仕事の現場から 

個人事業主の強い味方 社会保険労務士法人 アトリウム 

 

箱崎史子（ハコザキフミコ） 

社会保険労務士法人 アトリウム代表 

1980 年生まれ。会人向け美容関連スクールで、独立・開業サポートの業務に携

わりやサービスを中心に多くの経営者・事業主からの相談を担当する中で経営

の専門的なサポートがしたいと考え社会保険労務士の道へ。美容業やサービス

業を中心に経営・労務支援を行う。 

社会保険労務士法人 アトリウム 

公式 HP https://www.atrium-group.or.jp/ 

TEL:050-3733-3042 E-Mail:info@atrium-group.or.jp 

 

現在ウイルス関連の自雨や景気の変動により全国のサービス業が転機を迎えて

います。予想もできない事店や困ったことが起きた時にこそ、自分一人で乗り

越えようとするより専門家に相談してみてはいかがでしょうか。 

今回は美容・リラクゼーション等、サービス業に強い社会保険労務士事務所ア

トリウムの代表:希崎史子さんにお話を伺いました。個人事業主・会社経営の助

けとなる助成金・補助金中洲のお話についてもお伺いしています。フリーラン

スで講師やセラピストをされている方、サロンやお教室を個人で運営されてい

る方にも必見です。 

そもそも社会保険労務士（社労士）って何？どんなことをしてくれる人？ 

社会保険労務士（社労士）とは何でしょうか？ 

社会保険労務士という名前を聞きなれない方もいらっしゃると思います。お店

や会社の経営や運営をしていこうという時に、気軽にご相談いただける身近な

窓口になる人と思っていただくとわかりやすいかもしれません。企業でいうと

税理士が経理、社労士は労務・総務・人事の役割となるようなイメージでしょ

うか。 



社会保険労務士法人アトリウムという会社はどんな会社でしょうか？ 

法人か個人かに関わらず事業主さんの経営サポートをおこなっています。具体

的に言うと「どのように集客をするか」とか「どのように運営していくと良い

か」というところを、そのお店や会社のお客様に合う形でアドバイスをしてい

ます。 

JAA の会員さんにはセラピストや講師としてフリーランスで活動されている方、

サロンやお教室を個人で運営されている方が多いです。具体的にはどういった

場面でアトリウムさんを活用できるのでしょうか？ 

例えば「サロンに新メニューを取り入れたい」、「新しい設備を導入したい」等

新たな取り組みをしょうという時にご相談いただくことが多いですね。その際

に、例えば補助金や助成金が出る可能性がありますよということをお伝えして

その申請代行や審査に通りやすくなるアドバイスができます。中でも助成金の

申請代行は社会保険労務士にしかできません。事業で何か新しいことをするに

は、まずご相談いただけると事業の幅が広がることも多いです。 

社労士を活用すれば、時間やお金を本業に集中させることができる 

そうなると個人や中小企業にとっては、強い味方ですね。 

はい。クライアントの方々からよく伺うことは、例えば補助金について調べて

自分でやるのなら外注してしまった方が実際には楽だということを言われます

美容師さんのクライアントには、「休みの日、そんなことに 1 日を割くなら講習

会に行きたい」と言われたり（笑）。 

あとは「第三者の意見を聞けるからありがたい」ということで顧問先の方から

気軽にご相談をいただくことも多いです。 

箱崎さんご自身のキャリアやご経験について是非教えてください。 

はい。私は以前、美容・リラクゼーション関連の社会人向けスクールで進路相

談を担当していました。スクールの受講生はいわゆる学校とは違って、働きな

がら受講している方が多いので、いわゆるフリーランスやサロン経営者の方を

担当することも多く、進路相談といっても就職 活動より経営活動の相談を受け

ることが多かったのです。 

ご相談を多数受ける中で、もっと専門家としての観点からみなさんをサポート

できるようになりたいなと思ったので、助成金のエキスパートでもある社労士

の資格を取りました。 

経営やキャリアで困ったらまず「箱崎に相談してみよう！」と言っていただけ

る関係性 

前職のご経験から美容とリラクゼーションの進路相談や経営相談を専門家とし

てきちんとサポートがしたいというお気持ちから社労士というお仕事を選ばれ

て事務所を設立されたのですね。 



そうですね。やっぱり経験から次の判断をするしかないので、今までの経験が

生きていますね。 

 

女性がフリーランスとして働く上で、アトリウムさんに依頼するメリットにつ

いて教えてください。 

フリーランスというのは、本当に全てを自分でしなくてはいけません。お金の

ことに  対してシビアにならなくてはいけないなど色々な悩みが出てくると思

います。それに対してシステムというか顧問としてお使いいただければ、本業

に集中しやすい環境づくりのお手伝いができるという意味でフリーランスの方

には特にメリットがあるのではないでしょうか。 

全部自分でしなくてはならないけれど普段 の生活もある。同時にキャリアアッ

プ もしたいし、新しいことも学びたい、そんな時に時間を作れないという方も

多いと思います。そんな時にアトリウムさんに依頼してきちんと流れを作って

もらえばいい形で動いていきそうですよね。 

はい、 ぜひ。実際にご依頼いただいたクライアント様には「割安でした」とい

うことをよく仰っていただけています。また、これまでの経験もあり美容やリ

ラクゼーション関連などのサービス業にとても喜んでいただいています。 

まずは発信することが大事！ 

アロマコーディネーターと名乗るところから 

JAA の会員さんには資格を持っている方が多いと思います。せっかく取った資

格やスキルをその時代に合わせて活かすためのコツやアドバイスはあります

か？ 

私も資格 業なのでわかるのですが、資格はただの肩書きでしかありません。 

JAA さんの会員さんもそれぞれ得意分野がおありだと思います。 

マッサージが得意な方、フェイシャル専門の方、クラフトが得意な方など様々

な方がいらっしゃいますよね。その中でさらに技術を磨いていくということと、

経験が例えばゼロであっても恥ずかしがらずに「私はアロマコーディネーター

です」と自信を持って発信していくことがとても大事だと思います。「私はアロ

マコーディネーターなので、こういうことができます」ということをいつでも

言えるように準備しておく、そして折に触れてどんどん言っていきましょう。

そうすると「あの人はアロマの人だった」ということからイベントの講師とし

て呼ばれることがあるかもしれません。 

確かに。イベントでも何でも何か活躍の場が決まると準備が進みますよね。 

ええ。経験は後から嫌でもついてきますし、スキルも磨けばついてきます。経

験がない時にこそ、発信が大事です。 

JAA 会員のみなさま限定の割引があるとお伺いしたのですが 



はい、ございます。ご相談内容によって割引制度が異なるので、詳しくはお電

話・メール・ホームページのお問い合わせフォームからご相談いただければ、

その内容に 応じ て実際に依頼を受ける場合にはこの部分を割引しますという

ことをご依頼前に詳しくお伝えしています。ご相談にかかる費用は 基本的にい

ただいておりません。お気軽にご相談いただければと思います。 

 

コラム１６ページから１７ページ 

 

誌上レッスン 1 回目 

コロナウイルス感染に思う事 

JAA 常任理事 浅井隆彦（アサイタカヒコ） 

 

外出自粛の先日、録画で「ベニスに死す」という映画をテレビで見た。おそら

19 世紀のヨーロッパではまだ疫病が死に直結すると恐れられていた時代の話で

あった。避暑でベニスに訪れていた老音楽家が密かに恋い焦がれていた家族に、

悪い病気が蔓延しているので一刻も早く去ることを忠告していたのが印象的で

あった。危ういところに出入りしない現在の日本の状況と同じであると思った。

当時も出入国がままならぬ現在のコロナ騒ぎと同じ事情である。 

歴史を紐解けば 14 世紀の中世ヨーロッパではたびたびペストが流行った。その

ために為すすべもなく人口の三分の一が命を奪われたという。引き続き大航海

時代の 15～16 世紀には天然痘がヨーロッパから米大陸に持ち込まれて、インカ

帝国の滅亡の一因となった。 

それら流行の疫病に罹らなかったのが南フランスのグラースで香料業界に関わ

っていた調香師たちであったと言われる。アロマテラピーで扱っている精油が

抗生物質も効果がないウイルスに有効なことはこれらグラースの言い伝えをみ

ても明らかである。このことは根拠（エビデンス）でなく、紛れもなく経験的

史実である。 

旧正月で賑わっていた中国がまさかその後に続くコロナ感染でこれほど深刻な

パンデミック（感染症の世界的な大流行）な状況に陥るとは夢にも思わなかっ

た。 

先端医学が驚くほど発達した現代でもなかなか終息に手こずった新型コロナウ

イルスは、思いのほか手ごわい相手であった。日本もこれほどの政治経済を揺

り動かすほどの問題になるとは、当初、思ってもみなかったことであろう。オ

リンピックイヤーの直前の出来事だけに日本中がいまコロナで振り回されてし

まった。 

私自身、介護に関わった仕事だけにコロナ感染が弱き高齢者を襲うであろうこ



とは予想されていた。現に死亡するハイリスク層は明らかに後期高齢者と言わ

れる人たちである。それだけに介護施設や医療機関では徹底した感染予防およ

びクラスター（小規模な感染集団）への感染経路を断つ（ウイルスの封じ込み）

ことに神経をとがらせている。つまり現在、抗ウイルス薬がない限り、治療は

できないのが現状で、人の持つ生命力（自然治癒力）に頼るしかないのである。

したがって積極的な治療ができないので、感染予防の観点からクラスターから

感染を広げさせないという消極策を講じるしかないのである。そのために①換

気が悪い密閉空間②手の届く距離に密集③近距離での会話や発声のクラスター

発生のリスクを避けることである。検査不十分や保菌者がどこにいるかしれな

い現状では、外出自粛はその典型的な対策なのである。 

介護施設でも外出禁止と共に外部からの訪問者を遮断せざるを得ないのである。 

ちょうど 3 月 11 日を迎え、今年はコロナ騒ぎで例年より記念イベントが縮小や

中止のため東日本大震災の話題がかすんでしまった。しかしこの二つの大事件

は微妙に人々への不安に陥らせる影響力が違うのである。まずは一瞬の内に襲

った地震とそれに続く津波は人々を一気にどん底に突き落とした。 

しかしコロナ感染はじわじわと人々の不安を募らせていく恐怖感が、徐々に人

の心の奥底に蔓延していく怖さがある。しかも東日本という地域限定でなく全

国的にいや全世界的にその感染力は猛威を振るって感染者数や感染地域が広が

っている。東日本震災と違って他人事とは思えない日本国中の大騒ぎになる始

末で、マスク不足はじめ一連の物不足騒動まで引き起こしている。これらは不

安がもたらした群集心理の行動の結果であろう。 

紙面の関係で私が直接かかわっている介護分野におけるコロナ感染に対する対

策を紹介したいと思います。 

対策としては政府が要請している方針と何ら変わりがないのであるが、感染及

び死亡リスクの危険に晒される高齢者である介護関連施設およびそれに従事す

る者として極めて重大に受け止めたい。 

つまり新型コロナウイルスに感染すると重篤化しやすいのは子供よりも高齢者

とくに持病（糖尿病・高血圧・心臓疾患など）を抱えたお年寄りが多いので警

戒しなければならない。 

もう一つ問題なのは、高齢者を取り巻く関係者が感染経路に関わるとスタッフ

にも行動制限が課せられ、なおかつその家族にまで悪影響を及ぼす。 

室内の換気と加湿を心がけ、手すりなど共用部分の箇所はこまめに消毒、手洗

い、うがいの徹底などを実践する＜厚生労働省社会福祉施設ら（入所施設・居

住系サービスを除く）における感染拡大防止のための留意点について＞より抜

萃 

その一つとして体温の計測が挙げられる。出勤前のスタッフや利用者さんの送



迎時での体温の計測の徹底。発熱があり場合は、出勤しない。サービス提供を

お断りする。 

そして施設の場合の外部からの家族面会やボランティア活動する人たちはもち

ろんのこと委託業者でさえ、玄関での受け渡しを徹底する。 

しかし、今後の問題は外出禁止で、高齢者が感染することで重症化することを

防ぐことができたとしても、行動を束縛されることでの体力低下や認知症の悪

化など一方では課題が見えてきた。 

まだまだ先行き不透明な新型コロナウイルスの出現で、普段からの生活の養生

（睡眠・栄養・運動）と共に精油の活用を免疫力強化のための予防策として定

着させることが国民教育として必要であろうと思う。 

＊最後に 2009 年に発生した新型インフルエンザの流行時のために執筆した

2010 年 1 月に発行されたアロマトピア 98号の特集の精油活用法の掲載記事は、

今回のコロナウイルスもエンベロープというウイルスの表面に脂質の膜がある

構造を有する RS ウイルスなので応用されるものです。 

参考までに記事の一部を引用しておきます。 

ウイルスを繁殖させない「快適な室内環境を作る」という点で粘膜保護に芳香

拡散が妥当な対策となる。 

１．８シネオールを含むユーカリ・ラディアータやローズマリー・シネオール

など抗ウイルス作用が期待されるものがいい。 

一方、ウイルスに負けない免疫力を強化した体を作ることも大切である。 

その点でα―ピネンを豊富に含む針葉樹系の精油（パイン・シベリアモミ・サ

イプレスなど）の芳香拡散は免疫アップにもつながることが証明されている。 

 

映画ベニスに死すについて 

「ベニスに死す」は、1971 年に公開されたアメリカ産本のイタリア・ フラン

ス合作映画。監督はルキノ・ヴィスコンティ。テーマ曲にグス タフ・マーラー

の交響曲第 5 番第 4 楽章アダージェットを使用し、 マーラー人気となったこと

でも名高い。トーマス・マン作 の同名小説の映画化。 

 

浅井先生プロフィール 

JAA 常任理事、トレーナーズ・プロジェクト代表、浅井鍼灸治療院主宰、東洋

医学、美容関連、スポーツコンディション、カウンセリングにアロマセラピー

を導入。介護アロマテラピーの発展に力を注ぐ。主な著書に「世界のマッサー

ジ」、「介護アロマテラピー入門」ほか。 

http://www.asal-takatiko.con/ 
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誌上レッスン 1 回目 

未曾有の異次元ゾーンに突入中 

JAA 主任講師 高橋佳璃奈（タカハシカリナ） 

 

このコラムが発行されるとき、事態がどのように変化しているかわかりません

が、今の時点では、WHO がパンデミック宣言をし、世界中に新コロナウイルス

感染が拡大する中で、日本は東京オリンピックが延期になりました。 

2 月の初めから、中国の春節に合わせてあっという間に世界に広がり、ワクチン

も特効薬もないまま、鎖国同然の国や入国禁止などの措置がとられていますが、

世界中でマスクや消毒剤のほか、トイレットペーパーやティッシュ、キッチン

ペーパーが薬局から消えました。 

私は同様に買占めが起こったオイルショック時代を経験していますが、今回は

さらに世界恐慌、ウイルスパンデミックという 3 つの事柄がリンクして起きて

いるという、かつてない未曾有の事態になっていることを早くから察知してい

ました。 

金融危機では、2008 年のリーマンショックが直近ですが、私自身も大きな潮時

を感じ、当時店舗展開をしていた事業を縮小し、個室で一人で行う形態に切り

替えたため、その後 10 年以上も継続させることが出来ました。 

しかし、年齢的なものや人生の総括、そして直観的に昨年会社を閉鎖し事業を

終了したのですが、直後に大型台風による洪水や今回のウイルスなどが起き、

この決断の正しさとあまりのタイミングの良さに宇宙に感謝せずはいられませ

ん。 

今回のウイルスは、以前の SARS の時もそうでしたが、感染者のとりわけ若い

年代の人たちはおそらく免疫が相当弱くなる生活習慣、食事、体力、体質など

があると思われます。不思議なもので、それまで「インフルエンザ」があれだ

け騒がれていたのに、今は感染者の情報は聞かず、電車や乗り物などでも風邪

らしき人はいなくなりました。つまりは、今回の予防策としての手洗い、うが

いの徹底で、これらのリスクはかなり防げるのでしょう。 

私は早い段階で、マスクにつける消毒スプレーを作りました。消毒用エタノー

ルに混ぜたのは、ティートリー、ラベンダー、ペパーミントですが、鼻通りも

よくなり外出の時には必ず活用しています。しかし、これが今回のコロナウイ

ルスに効くとは言いません。同様に、アーユルヴェーダで対策は？と聞かれま

すが、未曾有のウイルスに対して症例があるわけではないので軽々しく対策が

あるとはいえませんが、私自身が「風邪予防」「免疫アップ」として特に冬場実



践しているのは、長ネギを二日で 1 本食べる、生姜を料理に必ず使う、野菜類

を一日に 10 種類以上に食べる、適度なたんぱく質（肉や魚含む）をとる、糠漬

けなどの発酵食品を必ず食べる、5 色の色をそろえるというものです。とりわけ、

発酵食品は腸内細菌の大切さが今着目されており、歴史的な実証もあるので特

に注目しています。それと、外食や惣菜を買わず、できるだけ手づくりのもの

を日々食べているためか、20 年以上風邪もひかず、病院に行ったのは骨折だけ

でした。 

世界同時進行で起きているこのウイルス・パンデミックは、これから人々にど

のような変化をもたらすでしょうか？経済、伝統、歴史の長さ、文化や技術の

優れた国であったとしても、打ち勝つことができなかったこの事態に、｢生きて

いくのに大切なこと｣の価値観が大きく変わってくると思います。パンデミック

の終息には、かなりの時間が必要であり、経済の回復は人々の意識変化に伴っ

て、その質や内容が大きく変容するでしょう。 

衛生感覚も変わり、これから飲食店やさまざまな娯楽施設、人の集まる場、さ

らにはサロンなどの衛生管理が徹底され、保健所の検査も必然化されるでしょ

う。 

エステやリラクゼーション、個人サロン等も同様に、登記や管理責任の追及も

含めて、対象になることが予測されます。アロマサロンもこれらのことを意識

する必要がでてくるでしょう。つまりは、ステージが変わっていくのです。人々

のニーズにも変化が出てきます。 

多くの人が、健康、免疫力、衛生管理、労働、経済、人生、個人の幸福につい

ての意識変化を経験します。今までの流行的概念、たとえばベジタリアンや筋

肉マニアなどの食生活は、欧米を中心に変化してくるでしょう。これらのこと

のイメージがつかめない人は、残念ながら旧次元に留まっています。 

オイルショックで就職難だった私は、自由公募の会社を探し、面接で「体力に

自信あります」と腕の筋肉を見せて採用され、仕事内容にも仲間にも恵まれ、

今だに交流があるほど麗しい体験をしました。 

フリーに戻った今、2 箇所でパートをしていますが、一つは「介護予防」を学ぶ

ために入った施設で、「美容レクリエーション」を任され、次世代の介護予防対

策とアロマケアも含めた地域交流の新しい取り組みとして、施設サイドから期

待されています。 

もう一つは外国人が多く訪れるカフェで、「ベジタリアン・メニュー」の開発を

任され、4 月から導入されます。どちらも、私のライフワークで一番纏め上げた

かった分野であり、今まで表に出せなかったものなので、とてもやりがいを感

じています。 

私の座右の銘は、「ピンチはチャンス」。いつの時もピンチは｢発想の変換｣を必



要とし、チャンスに変える布石でもあるのです。また、人生の流れには、終わ

りがあれば必ず始まりもある。始まりのためには終わることが必要である、と

いうのを人生の中で知りました。 

今回のパンデミックも、考え方ひとつで次のステップに進む人たちへのエール

になることでしょう。その想像（創造）と実行ができるかどうかが、あなたの

直観力にかかっています。誰かに頼ることなく、自らの感覚を信じられるかど

うか、アロマは五感の中の嗅覚と触覚、そしてその上の創造力を刺激するツー

ル。それを真に使いこなせるか、今試されている時でもあるのです。 

アロマ新時代、そして伝統医学の価値の見直しと西洋医学との統合、さらに周

波数や幾何学を利用した新しい治療システムなど、これからまだまだ面白い展

開に出会うでしょう。肺炎が主な症状であれば、腹式呼吸や逆腹式呼吸法など

を習得すると、肺への負担が少なくなるでしょう。それらはまだ、リーダーが

出てきていません。皆さん自身が、これから築いていく時代。ピンチはチャン

ス。コロナウイルスのもたらしたすべての変化を今はじっくり観察をして、新

しい時代に適う自分の次なるステップと適性を見つけ出してください。 

 

高橋先生プロフィール 

JAA 主任講師、健康カウンセラー、介護福祉士、美容、ビューティーライフ研

究所主宰主な著書に「日前せ！アーユルヴェー ティックアロマセラピー(パート

Ⅰ・Ⅱ)「香りは名ヘルパー/アロマ・ケア」「アーユルヴェーダ のコスメ・クッ

キング」など。 

 

コラム２０ページから２１ページ 

 

誌上レッスン １回目 

ＪＡＡ主任講師 楢林佳津美（ナラバヤシカツミ） 

アロマセラピーによる 感染対策になる精油の選定と利用法 

この緊急事態を乗り切るために! 

 

皆さん、日ごろから、精油を抗感染症対策、免疫力アップに使い、その恩恵を

受けていると思います。そして、日本でもコロナウイルス感染症が広がってい

ますので、何か精油で対策できないかと思われていると思います。 

コロナウイルスに対して、精油の抗ウイルス作用の実験結果があるわけではな

いのですが、次から述べるようなことは確かですので、参考にしていただけた

らと思います。 

今回のウイルスとアルコールについて 



ウイルスにはエンベロープ（膜構造）のあるものとないものに分けられます。

コロナウイルスはエンベロープ付きです。このエンベロープは脂質二重膜です。

また、細胞膜も脂質二重膜です。つまり、呼吸器の粘膜上皮の細胞の細胞膜と

コロナウイルスの外側の膜はなじみやすくて、この特徴を活かして、粘膜の細

胞の中に入り込んでいきます（感染）。しかし、このエンベロープが壊れると、

逆に感染力が衰えます（失活）。アルコールは、この脂質の膜を壊すことができ

ます。 

薬局から、無水エタノールや消毒用アルコールが消えました。お店でまだウォ

ッカや焼酎は売っています。40 度以上のアルコールは消毒の作用があります（ウ

ォッカは 90 度のものもあります）。自宅に無水エタノールや消毒アルコールが

ない人はこれらで良いので、ご準備ください。 

●エンベロープ付きウイルスと精油 

コロナウイルスが、アルコールで失活するなら、アルコールとアルコールから

派生した成分を多く含む精油が役に立ちそうです。 

インフルエンザウイルスもコロナウイルス同様にエンベロープ付きウイルスで

す。2009 年に富山大学で、Ａ香港型インフルエンザウイルスに対する精油の実

験が行われました。用いた精油は、ユーカリ・ラジアタ、ティートリー、ラベ

ンサラなど 5 種で、インフルエンザウイルス感染細胞へ精油の濃度 0.001%や

0.01%で直接添加してみると、上記 3 種の精油は対照と比較して 90～100％ウィ

ルス量を減少させています。 

マウスへの実験は毒性が最も少なかったユーカリ・ラジアタを（50 マイクロリ

ットル×2 回／ケージ／日； 1 滴相当を 1 日 2 回）吸入させると、予防で用い

たグループが最も生存率が高い結果も得られています。 

また、単純疱疹ウイルスや帯状疱疹ウイルスもエンベロープ付きウイルスです。

私の今までの経験の中で、これらのウイルスにもティーツリー、ラベンダーな

どアルコールを含む精油は著効で、例えば、帯状疱疹ウイルスが活性化し、肌

にピリピリ違和感のある時点で 2％くらいの精油の濃度のトリートメントオイ

ルを塗ると水泡はできません。 

このように、エンベロープ付きウイルスを抑止するのに有用な精油があります。 

●有用な精油の使い方 

(1)ディフューザーによる部屋の芳香 

富山大学のマウスの実験からもわかるように芳香は有用です。日中も良いです

が、就寝時の芳香は更によいです。就寝中は、唾液が減ったり、口呼吸になっ

たりするので、口腔内の免疫力が下がるからです。 

(2)上気道のケア（口腔、扁桃腺） 

エンベロープ付きウイルスを失活させるには、精油と接触させなくてはいけま



せん。次の 2 つの方法をお勧めします。 

①私愛用の咽スプレー 

外出時に役立つ方法です。 

40 度ウォッカ 20ml にティーツリー、ラビンサラ、ユーカリ・ラジアタ、レモ

ン、ペパーミントの精油をブレンドしたものを 20 滴入れています。濃度は５％

ですが、唾液があるので、粘膜は傷めません。１日 10 回くらいまで行っても構

いません。口腔に向かってスプレーするわけですが、1 か所に集中してスプレー

するのではなくて、口腔内に満遍なく噴霧します。 

私たちは、常に呼吸をしているので、口腔内は空気中にあった異物(非自己)が入

り、抗原抗体反応が起きて、気づかないほどではありますが、炎症が起き、粘

膜を傷つけています。炎症の範囲が広かったり、深いところまで炎症が起きて

いるときに強い菌やウイルスが口腔内に入ってくると、容易に感染してしまい

ます。のどスプレーは、この意味でも感染の予防になります。 

②うがい 

帰宅時と就寝前に効果的な方法です。 

のどスプレーも悪くないのですが、口腔の中は複雑な空間です。歯茎の前面と

唇の内側、舌の下、歯と歯の間などは、のどスプレーでケアしづらいです。自

宅では、うがいをお勧めします。 

口に水を入れて、上を向いて、口を開け、1 滴精油を垂らします（精油は先のブ

レンド精油でも、ティーツリーでも OK）。そして、クチュクチュやガラガラと

うがいしますが、口腔内の色々なところに精油を届けるつもりで、そして、少

なくとも 1 分は液体を口の中にとどめます(すぐに吐き出さない)。 

(3)下気道のケア（喉、気管、気管支、肺） 

下気道は液体でケアすることは難しい部位です。下気道の炎症まできたら、病

院へ行くことをお勧めしますが、吸入は治療の補助にもなります。特に咳をし

ているときは、自分で、異物を出そうとしているときです。胸部や背部にトリ

ートメントオイルを擦りこむことも悪くはないですが、下気道に菌やウイルス

がいるのであれば、その感染源に精油を接触させることが最も有用です。つま

り、吸入です。湯気と精油を吸い込み、直ぐには吐き出さずに、一度呼吸を４，

５秒止めて、精油ができるだけ、気管や肺の感染源や傷んだ組織に触れるよう

にしてから、吐き出します。 

(4)手や良く触るところの消毒 

私は、外出時は上記、のどスプレーを流用します。ウォッカなので、べたつき

もありません。 

アルコールが苦手な方は、40 度のウォッカを倍に薄めて 20%にします。精油は

2％くらい入れたいところですが、上記の精油 0.8%を入れて、拭き取れば、菌



は殆どいなくなる実験結果もあります。 

（使用直後のスリッパ；菌無限大→上記を実施後は、菌が 2，3 個。あなたの手

のひらには 200 個の菌がいますので、相当抗菌できたことがわかります。） 

菌の実験がそのままコロナウィルスに適応できるとは思っていませんが、たま

たまエンベロープ付きのウィルスですので、上記の情報は役に立つと思われま

す。マスクにスプレーするのも気分よくマスクを装着できます。 

ドラッグストアーで、除菌グッズが無くなっている今こそアロマを学んだこと

を活かしてください。 

 

コラム２２ページから２３ページ 

 

会員活動 レポート 

介護アロマ・三重サークルの 活動に思いを寄せて 

宮口くに代（ミヤギチクニヨ） 

 

私とアロマセラピーとの出会いは、１０数年前になります。新聞チラシにアロ

マセラピーの生徒募集の文字を見つけ、これが私のやりたかったことだと確信

し、レッスンを受け、その後、もっと知りたい！もっと！と今に到ります。 

幼い頃、実家の庭の四季に咲く数々の花を母と見ていて『お花は、それぞれ違

ういい香りがするよ』と教えられました。香りが好きになり、いつしか本屋等

のアロマセラピーコーナーは必ず覗くようになっていました。幼少の母との思

い出が、原体験かもしれません。 

現在は、毎月の定例講座を、文化センター、研修センター、生協講座等を鈴鹿

市・亀山市・四日市市で８講座程、開講しております。 

又、自宅のスクールでは、体験レッスン、AC 資格対応講座、トリートメント検

定、アロマ膝ケアトリートメント等、お客様に合わせて随時、講座開催してい

ます。介護アロマ入門ボランティア講座も開催しており、浅井先生伝授の介護

アロマセラピスト講座の２日間に、自宅で家族を介護している等で参加できな

い講座の生徒さん達の、どうしても教えてほしいという声に応えて、浅井先生

に了承のもと、６回シリーズでお伝えしています。又、数年前から鈴鹿市、亀

山市の公民館の依頼を受け、啓蒙活動をしています。ボランティアを始めるこ

とになったきっかけは、６年前、浅井先生の介護アロマセラピスト養成講座の

三重県開催の窓口をさせて頂き、フォローアップセミナーの最後の回に、今回

修得した介護アロマのメソッドを今後どう活かしていくかという話し合いをし

ました。せっかく、浅井先生から伝授頂いたので、家族や近しい人に施術する

事は勿論ですが、それ以外にも地域の皆様にも貢献できるような方法があれば



いいよね、と、ボランティアをする話になりました。ボランティアには、無償

と有償があります。以前に、無償ボランティアを経験したメンバーの話も聞き、

無償と有償で何が違うのか、どのようなボランティアをしたいのか、メンバー

と話し合いました。各自治体で社協の取り組み方が違うことを知り、亀山市、

鈴鹿市、津市、四日市市を順に訪ねました。最初に、亀山市へ行ったところ、

担当の方に、「前例がないからダメです」と、言われてしまいました。前例がな

いからダメならば、実際にハンドトリートメントを体験して頂けばよいのでは、

と持参していたオイルと精油でトリートメントをさせて頂きました。 

終了後、「すごい！いい気持ち！」と言って感動され、周りにいた職員さん達も

「いい香り！」と集まってきてくれました。「施設の総会の時に配るパンフレッ

トを持って来て」と言われ、即、持参しました。その後、ボランティアグルー

プとして登録されることになり、助成金の交付が決まりました。これが、その

後のボランティア活動の出発点です。 

現在、亀山市は２施設、鈴鹿市は、コミュニティカフェと施設の２ヶ所、津市

は２施設、四日市市は、１施設を訪問しています。他に、亀山市で、ボランテ

ィア団体と社協と行政とで企画するイベント『あいあい祭り』に参加して、広

く市民の皆さんにトリートメントを体験して頂いています。又、福祉校として

の小学生にハンドトリートメントを伝えたり、施設以外でも、活動の場を広げ

ています。 

鈴鹿市では、施設開設のコミュニティカフェへ訪問していますので、その地域

の市民の皆さんも、施設利用者さんと共に施術をしています。又、この施設が

メインとなって、地域の企業、学校、保育園共催のイベント『ふくふくまつり』

に参加し、より多くの市民の皆様に体験して頂いております。 

利用者さんに、「気持ちええなぁ」「今日、デイサービスに来て良かったわ、あ

りがとう」と喜びの声、感謝の笑顔を頂くと、私達メンバーも嬉しく笑顔にな

っています。人生の先輩である利用者さんを敬う気持ちと、よりそって会話を

する事で、教えられ励まされる事も多くあります。愛情ホルモンのオキシトシ

ンが、たっぷり分泌されているのでしょうか。とても貴重な体験をさせて頂け

ます。施設スタッフさんも笑顔で見守ってくださいます。 

メンバーは、４市全体で２６人程になります。アロマサロン経営者、アロマレ

ッスン講師、介護士、看護師、学童保育講師、手作り教室講師などで、フルタ

イムの方、パートタイムの方、お孫さんの世話をしなくてはいけない方など、

皆忙しい日常です。そんな中にあっても、仕事の調整をつけながら、すすんで

参加してくれます。 

メンバーは、明るく楽しく、熱意を持って取り組み、ボランティアをする事が

好きな方々です。協調性に富み、チームワークが良い事も、永く継続できる源



だと思います。 

又、施設でボランティアをする事は、私達はどのような資格を取得しているか

を明記する必要があります。ボランティアをスタートしたばかりの頃、「君達は、

どこから派遣されたのか？厚労省の何かかね？」と、利用者さんから聞かれた

事があります。説明し、理解して頂きましたが、以来、あさいマッサージ研究

所の終了証書・合格証・JAA 介護アロマ認定証を３枚持参しています。イベン

ト会場でも、私達の立場を明記したパンフレットを掲げてお知らせをしていま

す。顧問として、浅井先生にお願いしております。 

半年毎に発行する「介護アロマ三重サークル通信」は、３月に№１０を発行す

ることになります。この春、発足後５年の節目に、県全員のメンバーでの親睦

会を企画しております。日頃の思いを共有できる楽しい会になりますように！ 

 

宮口くに代 プロフィール 

JAA 認定加盟校主宰 

JAA 認定（一社）日本アロマ膝ケアインストラクター、マイスター、JAA 認定

介護アロマセラピスト、JAA ハンドトリートメント検定講師、JAMHA 認定ハ

ーバルセラピスト 

センセーションカラーセラピスト、全日本薬膳協会インストラクター 

アロマクラブ＆スクール Suzuka 主宰 

三重県鈴鹿市寺家８丁目１４－１９ 

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

E mail:my-tadakun@na.commufa.jp 

      nov.491110.kun@docomo.ne.jp 
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会員活動 レポート 

カルチャーセンターで「認知症予防のための アロマヘッドトリートメント講座」

を開講!! 

佐藤智子（サトウサトコ） 

 

私の娘が体も弱く病院通いが続く毎日を送ってきたときに、自然治癒力を高め

るアロマセラピーやハーブに興味を持ち勉強をはじめ、トリートメント技術の

資格も数々取得しました。そして、アロマセラピースクールを自宅の一室で始

めたのが今から 10 年前になります。屋号は心緑（しんりょく）としました。緑

mailto:nov.491110.kun@docomo.ne.jp


（植物）の力を借りて、心が癒され元気になれる場所にという想いを込めた名

前でしたそんな小さな個人スクールへ通学してくださった生徒様には感謝しか

ありません。その後スクールを移転し、現在の場所でアロマやハーブ、ボディ・

フェイシャルトリートメント（BTT,AFR）、日本産アロマ、福祉アロマ等の講座

を行っています。 

いやしの祭典サテライト仙台を開催して 

昨年は「いやしの祭典～杜の都のアロマフェスタ～仙台サテライト」を恩師の

関淑恵先生と合同で開催できたことは感無量でした。当日は多くの来場者でに

ぎわい、温かな交流が生まれました。「香り」は眼には見えないけれど確実に人

と人を繋ぐ役目があると実感することができました。「アロマの可能性にわくわ

くした。」「アロマセラピーの活用法が沢山あることを知った。」という嬉しい感

想が沢山届きました。この場を借りて来場者様、出展者様とお力添えいただい

た JAA 本部の皆様、そして関淑恵先生には心から御礼申し上げます。 

福祉や介護の分野でアロマを 

今後ますますニーズが高まるであろう介護や福祉の分野でのアロマに関わりた

いと思っていた時期に盛岡在住の栃内恵子さん（障がい者福祉サービス事業所

㈱ソルド代表取締役社長）との出会いがあり、2016 年には(一社)地域福祉アロ

マケアラー協会の立ち上げに携わらせていただきました。現在（2020 年 3 月現

在）会員数は 100 名以上になり、私は障がいがある方や高齢者の方などを対象

としたアロマセラピーのケアとタッチケアの講座を担当しています。今年の 2

月には、東京の障がい者福祉施設でタッチケアの講座を開催し、親御さんと施

設職員の方へタッチケアをお伝えすることができました。 

また、タッチケア認定講座の受講者であった高齢者専門病院で看護師の方との

ご縁で、今年度からアロマ出張ボランティアを行うことになりました。尊厳感

情を保つタッチケアと情動に働きかけるアロマセラピーが利用者様・患者様へ

の癒しになると病院側の導入に際してとても理解があり、恵まれたボランティ

ア活動のスタートとなりました。認知症療養病棟での入院患者様へのタッチケ

アを行ったとき、発語が困難なのにもかかわらず、帰り際に「ありがとう」と

声を振り絞って言ってくださったその声は今も私の耳に残っています。この試

みが継続していくためにも、患者様と病院スタッフ様とご家族との信頼関係を

築けるように、謙虚に安全にアロマセラピーと施術を行い進めてまいりたいと

考えています。 

カルチャーセンターで認知症予防のためのアロマヘッドトリートメント検定講

座開講 

認知症予防の関心が高まる昨今、地元のカルチャーセンターから、認知症予防

のためのアロマヘッドトリートメント検定講座の開講をしてほしいというご依



頼をいただき開催の運びとなりました。初開講でしたが県外の方からもお申込

みいただき手ごたえを感じました。皆様に受講の動機を伺ったところ、認知症

の予防も行いながら、頭・首肩のコリの緩和、またお肌や髪のケアにもいい実

用的な講座内容に大変魅力を感じたというお声が多かったです。 

講義は、カルチャーセンターでの開催ということもあり、あまり固い雰囲気に

ならず明るい空気を作るのを心がけました。また、座学では皆様の集中力が途

切れないように香りを嗅いてもらったり、質問してみたり、オリジナル資料を

渡して脳の仕組みを説明したり、専門的でありながらもわかりやすい講義を心

がけました。そして、肝心の実技ですが、手掌や指を使って行うヘッドトリー

トメントのやり方を私がお手本を見せ、真似していただくという方法をとりま

した。ブラシを使って行う簡便な方法も皆さんで行いましたが、手がうまく上

がらなかったり、力が入りずらい人でも簡単にできると好評でした。受講の感

想は、「講座内容の中身が濃くとても勉強になった。」「心地よい香りと気持ちよ

さが味わえるので楽しみながら続けられそうだ。」等の感想をいただきました。

お陰様で 4 月に二回目の開催が決定しましたので、楽しみにしているところで

す。 

少子高齢化が進む日本において今後ますます「自分の健康は自分が守る」とい

うセルフケアの意識が浸透していくことでしょう。その中でリラクセーション

だけに終わらないアロマの活用を「認知症予防のためのアロマヘッドトリート

メント講座」を通してお伝えしていきたいと思います。 

さいごに 

私をアロマに出会うきっかけを作った娘の笑顔が私の原動力です。娘から「今、

目の前のことを楽しむこと」人は誰しも「誰かの役に立てることができること」

を教えてもらいました。私もこれからも微力でも誰かのお役に立てますよう、

心地よい香りとあたたかい手のぬくもりのケアをお伝えし続けていきたいと思

っています。 

 

佐藤智子プロフィール 

ナチュラルセラピー心緑 仙台市青葉区昭和町 2-23 ノーヴスアーバンビル 701 

連絡先 sinryoku.s@gmail.com http://sin-ryoku.com/ 

宮城県仙台市出身 2010 年講師として活動を開始し多くのアロマセラピストを

輩出。今年一流ホテルへセラピスト派遣を行っている会社と業務提携し技術指

導も行う。また（一社）地域福祉アロマケアラー協会理事として福祉・介護の

分野にアロマケアを広めていく活動にも力を注いでいる。 
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会員活動 レポート 

「ストレスケアとアロマ講座」の企業研修 

佐藤裕美（サトウヒロミ） 

 

私とアロマの出会い 

整体とアロマの施術を行い 19 年。心身の健康について日々予防策や解決法の探

求を重ねてきました。2014 年には会社を設立し、高齢者対象の「介護アロマす

まいる」と労働者を対象にした「はたらくひとケア」というヘルスケアサポー

ト事業を行っています。 

私が初めて精油に出会ったのは 20 年前。息子がアトピーでステロイドを使わな

い治療を探していた頃、自然食品店でエキナセアの精油を見つけました。漢方

薬も薬草も効かず何がいいのかと悩み、自然な植物で精油として手軽に使える

モノがあるのかと説明書を見て驚きました。ホメオパシーのような転写の世界

でなく、ダイレクトな植物のパワー。純粋なエネルギーを感じ購入したのを覚

えています。惜しいことに初心者の私にはエキナセア精油を使いこなせません

でしたが、これをきっかけにメディカルハーブという西洋の代替療法分野にも

関心が深くなりました。独学でアロマを学び、メディカルアロマのオイルを作

り、自然パワーの素晴らしさに魅了されていきました。 

アロマのお仕事 

2001 年から整体やリフレクソロジストの仕事を始め、2014 年 5 月 JAA に加盟

しました。アロマと介護アロマのコーディネーター、同時にインストラクター

と加盟校の認定もいただきました。スクール開設の理由は、サロンでアロマの

効果を話したり、精油を販売する以上に、もっとアロマセラピーの素晴らしさ

をお伝えしたいからです。講座でアロマの効果などの魅力を話すと、生徒さん

がキラキラ輝いた素敵な笑顔になって「アロマって深いし面白い！」と共感の

声が多く聴かれます。 

新たなステップ 

私自身、子育て中の悩み事は多く、体調不良を経験しました。アロマセラピー

を知ってからは、外からパワーを補給し、悩みに対応するワザを学び、実践し、

元気を取り戻しました。「子育ても仕事も全部こなすのは大変」という同じ悩み

を抱え、ストレスで疲れている人が周りにいることもわかりました。「身体の不

調は心の不調から。ストレスも原因」という辛い状況から多くの人々が解放さ

れ、少しでもストレスに悩まず笑顔になれるワザや一緒に学べる機会を提供し

ていきたいと考えていました。それが「はたらくひとケア」事業に繋がります。

2016 年 11 月には「一般社団法人日本ストレスチェック協会」の「ストレスマ



ネジメントファシリテーター」も取得し、不安やストレスに悩まない７つの習

慣を講座として実施するようになりました。協会の代表理事で産業医の武神氏

がよく語る目標は、自殺者数を半分にすること。日本の自殺者は年間約 2 万 6000

人おり、うつ病で亡くなる方が多く、生活や仕事のストレスが原因だそうです。

そのため 2015 年 12 月から厚生労働省ではストレスチェック制度が施行され、

職員 50 人以上の職場ではストレスチェックテストを実施し、報告することが義

務付けられたのです。平成 30 年の報告には「メンタルヘルスケアに取り組んで

いる事業所」の割合は 59.2％、平成 29 年より 0.8%増加、毎年数値の増減はあ

るものの約 6 割の事業所がメンタルヘルスケアに取り組んでいることがわかっ

ています。 

メンタルヘルスケア。今こそアロマセラピーの出番です。ストレスケアの講座

でもアロマセラピーの使用を推進する講師は増え、私もアロマセラピーのメリ

ットと併せて、このストレスケア講座とアロマセラピーの入門講座をセットに

した企業研修を 2017 年から実施しています。企業中心ですが、高齢者向けのア

ロマ講座でもストレスケアについても知りたいという声は多く聴かれます。講

座内容は座学 60 分、アロマ実習 30 分の構成です。社協職員、労組組合員、JA

農協や道職員、他民間企業と、業種に関わらず幅広く実施しています。 

最近はコールセンター向けにも講座を実施いたしました。震災や感染症によっ

て多忙になると、従業員のストレスは大きくなります。北海道は近年震災もあ

ったことからメンタルケアの要請があり、出張リラクゼーションサービスを行

いました。施術内容は整体で、照明を落とした部屋でグレープフルーツの精油

をアロマディフューザーで使用しました。職員からは「イイ香り！」「暗室で静

寂な空間は更に癒される！」との声が上がり、後日、当日欠勤者が多かった状

況の改善につながったと報告をいただきました。 

アロマ講座で体験するクラフトはスプレー作りが大半ですが、最近は美容のリ

クエストも増え、エイジングケアブレンドのオイル作りも好評です。ほぼ 9 割

の参加者がアロマオイルのラベンダーを好みます。 

座学では香料の合成と天然の違いの理解にこだわっており、100 円ショップのア

ロマオイルと精油を嗅ぎ分けや、TV で紹介された話題のアロマの禁忌事項を伝

え、正しい使用法を啓蒙する内容も含みます。また触感も重視し、タッチの気

持ち良さをより感じていただく工夫にもこだわっています。感じたことがない

天然の香りと、ハグの文化がない日本人のタッチングの効果は初体験だと喜び

の感想も多く聴かれます。 

参加者の感想で多いもの 

・アロマで気持ちがやわらいだ、スッキリした。ほっとした。 

・アロマで癒されることもあるのだとわかった。 



・ストレスとアロマの関係性がわかった。 

・家族にハンドマッサージをやってあげたいと思った。（夫に、母に、と多数）

など。 

講座を実施することは、アロマセラピーや精油への正しい理解を広め、正常な

心身の機能の働きを促す気づきだと考えます。自分だけでなく、人の役にも立

つアロマセラピー。それが生きがいとなり、ストレス緩和の糸口にもなるので

す。自分の生きる価値を見つける、今後も積極的に展開し社会貢献していきた

いと思います。 

 

佐藤裕美 プロフィール 

医療事務職等を経験後、結婚出産を経て人材派遣会社の営業やキャリア相談を

担当。2014 年株式会社ナチュラリストを設立。介護アロマやはたらくひとケア、

整体アロマサロン・アロマセラピスト養成スクールや講演活動など「ヘルスケ

アサポート」中心に事業を展開している。 

https://naturalist-smile.com/ 

 

 

コラム２８ページから２９ページ 

 

会員活動レポート 

恩返しからはじまった講師活動のご縁 

杉原史歩（スギハラシホ） 

 

結婚し、出産を機に家庭に入っていた私。夫と一男二女の子ども達との生活で

精一杯の毎日で、いつも自分のことは後回しでした。 

私がアロマの世界に足を踏み入れたのは、2013 年、幼稚園で出会ったママ友に

誘われて参加した、アロマ講座でのことです。アロマバームを作るワークショ

ップだったのですが、そこで出会ったのがティーツリーの精油です。呼吸器系

が弱く、季節の変わり目に咳が続くとなかなか取れなかった私が、気づくと咳

を気にすることなく過ごしている毎日。体調を崩すことも減っていました。ア

ロマのチカラに魅せられ、より深く、専門的にアロマを学べる場所を探し始め

るまでに時間はあまりかかりませんでした。 

一方で、子ども達の成長とともに増えた様々な関わりの中で、学校などの教育

機関と家庭のバランスが崩れた時の怖さを感じることが増えてきました。ママ

がリラックスして、気持ちを楽に持てるようになると、心に余裕が生まれ、そ

れが子どものケアにもつながっていくと思い、チャイルドケアの学習も始めま



した。 

NPO 法人わこう子育てネットワーク（通称わこわこ）は、「子育て」が「孤育

て」にならないために、子どもとその保護者の支えになろうと活動しているNPO

です。核家族化が進み、育児の悩みを相談する相手のいないパパママにとって、

先輩パパママ達が迎えてくれ、悩みを聞いたり、不安を和らげたりしてくれる、

あたたかい「居場所」を作ってくれるネットワークです。子ども達が幼い頃は、

わこわこが運営する「もくれんハウス」に毎日のように通いつめ、成長した今

は「親カフェ」に参加し…と、継続してお世話になっています。わこわこの企

画に先輩ママの一人として参加したり、マルシェに手作り雑貨を寄付したり、

恩返しのつもりでお手伝いもしてきました。 

かつての私が助けてもらったように、私も誰かの癒しの空間を作り、しんどい

思いをしているママ達を一人でも多く支えたい、そんな思いで JAA の門をたた

き、トップインストラクターの資格まで取得しました。加盟校登録までしたけ

れど、どんな活動をしていこう？と考えていた時、声をかけていただいたのが、

「親カフェ」さんです。せっかく資格を取ったんだから、講師デビューしてみ

ない？と声をかけていただき、周知活動の一つとして、アロマ講座をスタート

させました。小学生以上のお子さんを持つママの参加が多いので、ハンドトリ

ートメント講座や、免疫力アップのアロマあれこれなど、実技や座学を中心と

する講座を企画させていただいています。 

2020 年 2 月 3 日月曜日、埼玉県和光市のカフェ「大人の秘密基地 アルコイリ

ス」にて、NPO 法人わこう子育てネットワーク＆東京海上日動あんしん生命の

コラボ企画「子育て家族応援プロジェクト」の一つとして、アロマ講座を行い

ました。 

このプロジェクトは、何かチカラを持っているママの背中を押して、地域デビ

ュー、講師デビューのきっかけ作りをしよう！と始まった活動です。ここでい

う「子育て家族」は、小さなお子さんのいる家庭だけではなく、ママが社会復

帰するタイミングを考えるようになった、少し年齢の高い子どものいる家庭ま

で含んでいます。その活動の一つとして、私のアロマ講座を取り上げていただ

きました。 

2 月の講座では、「ママのキレイのために」と題して、フェイスミストのクラフ

ト作りとハーブドリンクの試飲を体験していただきました。赤ちゃん連れの方

が多いということで、落ち着いて話を聞くなんて無理だろうなぁと、講義は精

油の扱い方や使い方あれこれを簡単に紹介するだけにしてみました。クラフト

はお子さんと一緒に使えるカモマイルタイプと、ママの美容のためのローズタ

イプと、2 種類のブレンドを用意しましたが…お子さんと使えるタイプを選ぶマ

マが多かったのが印象的でした。子どもと一緒に楽しみたい、そんな優しい気



持ちが伝わってきました。お子さんの年齢も、0 歳児から高校生までと幅広く、

高校生の子どもを持つママ達は、久しぶりの赤ちゃんとの触れ合いに、自然と

笑顔が生まれていました。「赤ちゃんを連れていても楽しめるのが嬉しかった」、

「アロマに癒されて、今日は子どもに優しくできそう！」などなど、嬉しい感

想もいただきました。 

自宅でもクラフトレッスンを開催していますが、ママさんとの話題の中心は、

やはりお子さんのことです。チャイルドケアは、いのちへの関わり方を考え、

どんなことでも自分や子ども達に返ってくることだと受け止めていく、終わる

ことのない学びのケアです。自分がアロマを通してママ達と関わっていく時の

考えの柱にもなる、今の子ども達をとりまく環境に必要な考え方だと思い、今、

更に学びを深めています。 

私の活動はまだ小さいですが、アロマのチカラで癒しを、チャイルドケアのチ

カラで家庭の力のアップを…そんな思いで、出来るだけ手間のかからない日常

への取り入れ方や、子どもや環境への考え方をお伝えすべく、頑張っています。 

アロマやハーブを通して、癒され、ほっと一息つける、そんな時間を過ごして

いただける場を、これからも作っていきたいと思っています。 

 

NPO 法人わこう子育てネットワーク（通称わこわこ） 

https://wa-kosodate.com/ 

和光市を中心に子育てを支えあう、ゆるやかにつながる地域のネットワークで

す。 

赤ちゃん連れで気軽に行ける「もくれんハウス」を運営するほか、「外国人おや

このつどい」や、保護者のためのしゃべり場としての「親カフェ」、自由な外遊

びを体験できる「プレーパーク」などの場を提供しています。 

 

プロフィール 

杉原史歩（すぎはらしほ） 埼玉県和光市在住 

aromatherapy salon＆school a drop of blue 主宰 

＜保有資格＞ 

アロマコーディネーター／トップインストラクター 

アロマフェイシャルリラックス／チャイルドケア・コーディネーター 

ハンドトリートメント検定トレーナー（JAA） 

JSFCA 認定ハーブライフインストラクター 

JAAMP 認定メディカルハーブカウンセラー 

小学校教諭第一種免許 

HP:https://a-drop-of-blue-aroma.amebaownd.com 



E-mail:a.drop.of.blue.aroma@gmail.com 
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JAA インフォメーション 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対策について 

 

新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に罹患された方、および関係者の皆さま

に心よりお見舞いを申し上げます。日本アロマコーディネーター協会(以下 JAA)

では、COVID-19 本大防止と拡大による多方面への影響を考慮し、 内外に向け

ての対応と対策に取り組んでいます。 3 月からは、春のセミナーやイベント、

研修会、実技試験の日程延期や中止、さらには加盟校でのオンラインレッスン

の解禁、そして主宰者の方々に向けた ZOOM 座の緊急開催と、情報の更新が間

に合わないほどの目まぐるしさです。社会情勢がデイリーに変化する中で、わ

たしたち協会の動きも必然的に変わらざる負えない状況が多々あり、その ため

に会員の皆さまには、毎週末配信のメルマガにて最新情報をお送りしておりま

す。メルマガが届いていない場合、メールアドレスが未登録、もしくは現在未

使用のメールアドレスが登録されたままになっているケースが考えられます。

JAA 公式サイトには、そういった会員の方々に向けての再登録フォームをご用

意しています。  

 

協会業務および JAA ショップでの教材・資材購入について 

2020 年 4 月 7 日に発令された緊急事態宣言以降、テレワークを中心に業務にあ

たっています。そのため、受領書 などの各種書類関連、教材、資材等、書類の

受取りを含む各種発送業務の運延が考えられます。また、お問合せへのご返信、

各種手航関連につきましてもお時間を要する場合がありますことをご理解くだ

さい。今回の新型コロナウイルス対策により、商品によっては欠品、ならびに

メーカーからの発送の遅延が考えられます。これにより配送までに通常よりも

期間を要する場合がございます。授業で使用予定の教材や資材などにつきまし

ては、お早めの発注をお願いいたします。なお、円滑なサポート実現のため、

事務局へのご連絡は、お問い合わせフォーム、またはイーメールをご活用くだ

さいますようお願い申し上げます。 

お問合せフォーム 

メール info@jaa-aroma.or.jp 

フリーダイヤル 0120-080-879 



JAA オンラインショップ フリーダイヤル 0120-597-123 

※JAA オフィスにてお電話対応可能なスタッフが平日で 1 名、ないし 2 名体制

となっております。そのため折り返しでのご連絡など、ご対応までにお時間を

要します。ご不便をおかけいたしますが、できる限りお調合せフォーム、もし

くはメールをご活用ください。 

 

JAA 主催セミナーおよびイベントについて 

2020 年上半期の JAA 主催セミナー、イベント、研修会、実技試験につきまし

ては、中止、日程延期、またはオンラ インでの開催など、当初の予定を大幅に

変更せざる負えない状況になっています。今後の開催予定とその方法につきま

しては確定次第、JAA 公式サイト、メルマガ等で配信、告知いたします。 

 

開催中止 

・楢林先生による春期特別セミナー 

認知症予防に役立つフェイストリートメント理論と実践 

・安水裕子先生による AFR1 デイセミナー 

アロマで知的に美肌 第 16 弾タイプ別に解消!目立つ毛穴のアロマケア講座 

・2020 年 6 月アロマフェイシャルリラックス指導者研修会 

・2020 年 10 月アロマフェイシャルリラックス指導者試験 

・2020 年 6 月ボディトリートメント セラピスト指導者研修会 

・2020 年 10 月ボディトリートメントセラピスト指導者試験 

 

いやしの祭典 2020 について 

JAA 主催の集客型いやしの祭典 2020、ならびに全国でのいやしの祭典サテライ

ト会場の JAA 後援は中止いたし ました。 

なお、サテライト会場主催者の皆さまご自身でのご判断による独自開催につい

ては、禁止をするものではありま せん。COVID-19 の感染拡大の可能性がある

以上、JAA による開催の後援、ならびに開催の推奨につきましても控えさせて

いただきます。 

 

JAA 発足 25 周年記念について 

2020 年 11 月に JAA は 25 周年を迎えます。集客型イベントではなくはニュー

ノーマル時代となった今、JAA は オンラインフェスというかたちで 25 周年を

記念するアロマのフェスティバルを考えています。WE とアロマを介して世界

とつながる新しいイベントの形の提案です。JAA 会員の皆さまにもぜひ、企画

段階からご参加いただきたいと思っています。JAA 公式サイト、メルマガ、SNS



等でお声がけしていきますので、ブックマー ク&フォローをぜひよろしくお願

いいたします。 
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JAA インフォメーション 

JAA オンライン授業導入についてのご案内 

 

2020 年 4 月 1 日より、各加盟校にて JAA 認定アロマコーディネーター養成講

座をオンラインにて開講していただけるようになりました。 

これまで、アロマコーディネーターライセンス認定講座は対面のみになってい

ましたが、新型コロナ感染拡大の流れから、「教室に通う」、「対面でレッスンを

行う」ことそのものが困難な状況になっています。 

そこで、認定校を主宰いただいている講師の皆様が、こういった状況でも安心

してご活動いただけるよう急遽、オンライン授業の制度化を進めさせていただ

きました。 

オンライン授業の開講を希望される加盟校主宰者様は、オンライン授業開設事

前申請フォームをご提出ください。 

JAA にて申請内容を確認し、受理後に認定試験対応のオンラインレッスンガイ

ドをお送り致します。 

この度の新システムである JAA オンライン授業制度は、期間を限定するもので

はありません。通学というレッスン方法に加え、JAA 認定加盟校の新しいレッ

スン形態の一つとしてご活用下さい。 

※今回のオンライン授業は日本国内に限ったシステムとなります。現時点では

海外在住者に向けてのオンライン授業はできません。 

 

～JAA からの取材や仕事を希望される方へ～ 

アロマコーディネーターのためのクラウドソーシング 

 

アロマコーディネーターの資格だけでなく、多種多様な経歴や資格をお持ちの

JAA 会員の皆様に、協会から取材やお仕事をオファーしたく思います。 

JAA から依頼するお仕事例 

会報誌を含む各種雑誌媒体への原稿執筆、記事校正 

JAA 主催セミナー・ワークショップ講師 

JAA 主催セミナー・ワークショップ講師アシスタント 



添削指導 

新講座制作 

イベント企画 

オリジナルプロダクト制作 

WEB 制作 

広告デザイン 

その他 

お手数ですが、ご希望の方は下記 JAA 公式サイトフォームからご登録をお願い

いたします。 

【JAA 公式サイト】 

「アロマコーディネーターのためのクラウドソーシング」 

https://www.jaa-aroma.or.jp/info/37839/ 

 

事務局夏期休業のお知らせ 

2020 年 8 月 8 日（土）～2020 年 8 月 13 日（木）までが冬期夏期休業となり、

通常業務がお休みとなります。ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い致

します。 

 

年会費についてのお知らせ 

2020 年 6 月 8 日（月）は、資格の自動更新が５月１日付けの会員の皆様の年会

費振替日です。年会費の振替額をご確認されたい方は、JAA 公式サイトの「会

員専用ページ」にてご確認いただけます。 

会員専用ページ  

ログイン ID「seikaiin」 

パスワード「JAAaroma」 

ログイン後「会員更新・年会費検索ページ」をクリックし、生年月日と会員番

号を入力の上、ご確認下さい。 

※協会に「生年月日」のご登録がない方は「11111111」で登録されています。 

検索結果が表示されない場合にお試し下さい。自動更新日が分からない等のご

質問につきましてはメールにてお問い合わせ下さい。 

メール info@jaa-aroma.or.jp 

 

JAA 会員規約の更新について 

2020 年 4 月 1 日更新の会員規約を今回の会報誌に同封しています。 

JAA の会員として活動していただく上で大切なお約束事になります。 

必ずご確認の上、更新分に差し替えをお願いいたします。 



また、ご不明な点がございましたら JAA オフィスまでお問い合わせください。 

メール info@jaa-aroma.or.jp 

 

カモマイルクラブオンラインショップ統合と移転のお知らせ 

 

カモマイルクラブオンラインショップは 2020 年 7 月 31 日にてサービスを終了

し、8 月 1 日より JAA オンラインショップと統合します。尚、セレクトフーズ

の商品は、BASE 店、STORES 店に移転となります。 

サービス終了日 2020 年 7 月 31 日 

※カモマイルクラブショップポイントをお持ちの方はお早目にお使い下さい。 

 

新刊書籍のご紹介 

いまさら聞けない アロマの化学 きほんのき 

著者 齋藤勝裕 

 

アロマの化学の基本が学べる入門書 

「アロマスクールで勉強したけれど、化学的な説明がさっぱりわからない」 

「化学という言葉を聞いただけで、苦手意識を感じてしまう･･･」そんな悩みを

多く聞きます。本書は、化学の専門家・齋藤勝裕先生が、化学の中のアロマテ

ラピーに関係する部分だけをピックアップして、やさしく、楽しく、わかりや

すくご紹介し、精油の構造、性質などを理解するための化学の「きほんの“き”」

を解説しています。基礎編から順に読んでいくうちに、今までもやもやしてい

た霧が晴れることと思います。アロマセラピストはもちろんのこと、精油を取

り扱う方、香りに関する化学的基礎知識をつけたい方にご活用いただける「ア

ロマの化学」の入門書です。 

2020 年 2 月 1 日 第 1 版第 1 冊発行 

発行所 フレグランスジャーナル社 

定価 本体 2,600 円プラス税 
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JAA 各種ライセンス認定試験実施要項 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種ライセンスの日程を含む試験の実施

方法、ならびに講習会の開催等、変更されています。また、開催は決定してい



ますが、日程とその詳細については、現在調整中のものもあります。詳細確定

後は、ＪＡＡ公式サイトやメールマガジンにて、随時お知らせいたしますので、

サイト等の定期的な確認をお願い致します。 

なお、今後も加盟校主宰者、受験される生徒様の健康ち安全を第一に、社会情

勢に合わせて柔軟に対応して参ります。 

 

第 73 回アロマコーディネーターライセンス認定試験（JAA 認定加盟校） 

試験日 2020 年 10 月 11 日（日） 

受験資格 2020 年 10 月 9 日（金）現在、協会が指定する各スクールの所定のカ

リキュラムを修了し、修了証書を有している者（所属スクールの修了証のコピ

ーが必要）。 

試験内容理論試験（記述・択一）90 分／小論文 60 分 

受験料 11,000 円（税込） 

受験方法 

受験方法は生徒の受講方法（通学、オンライン）によって選択が可能です。 

受験の手続き関連につきましては、会場受験同様、スクールの主宰者様におり

まとめていただきます。 

①会場受験（各加盟校が指定する会場） 

②在宅受験 

受験手続期間 2020 年 8 月 3 日（月）～2020 年 9 月 11 日（金）（必着） 

合格発表 11 月上旬 

※ JAA 正会員登録手続きの期限は 11 月末、登録者へのライセンス証発送は 12

月下旬です。 

各認定加盟スクールでの受験につきましては、ＪＡＡ東京オフィスまでお問い

合わせ下さい。 

※現在リモートワークなどにより、オフィス勤務スタッフの数が限られている

ため、お電話での対応に時間がかかっています。できる限りメールをご利用下

さい。 

 

JAA 直轄校日本アロマコーディネータースクール 

第 73 回アロマコーディネーターライセンス認定試験（在宅試験） 

試験問題到着日 2020 年 10 月 8 日（木）≪配達日指定郵便≫ 

提出期限 2020 年 10 月 12 日（月）≪当日消印有効≫ 

受験資格日本アロマコーディネータースクールの修了生 

2020 年 7 月 31 日（金）必着で最終レポートを提出し、修了証書を有している  

者 



試験内容理論試験（記述・択一）90 分 小論文 60 分 

受験料 11,000 円（税込） 

受験手続 2020 年 8 月 3 日（月）～2020 年 9 月 11 日（金）（必着） 

手続き方法 

最終レポートに「受験願書」を同封の上、返却いたします。 

※修了生でお手元に10月受験の願書をお持ちでない方は願書の請求をしてくだ

さい。配布・提出期間内に JAS 指導部まで定型封筒で【願書請求】と記入し、

「返信用封筒（返送先住所を記入し 84 円切手貼付）」を同封の上ご郵送くださ

い。 

「受験願書」を記入し、「受験料の振込みの控え（コピー可）」「修了証書のコピ

ー」「返信用封筒（返送先住所を記入し 84 円切手貼付）」と併せて JAS 指導部

までご郵送ください。受験手続き完了後、指導部より受験票が届きます。 

受験願書の配布・提出先 

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 1-25-9 今井ビル 5F 

日本アロマコーディネータースクール（JAS）指導部 

※ご不明な点はお問い合わせください（03-5928-2901）。 

 

インストラクター講習会 

 

オンラインにて講習会を開催します。 

 

アロマセラピーと自然の素晴らしさを伝える JAA 認定インストラクターになる

ための、JAA 主任講師、楢林佳津美先生による「教える」ことに特化した講習

会です。 

アロマコーディネーターのライセンス取得講座をオンラインで教えることがで

きるようになった今、あなたのキャリアをワンステージアップして、活動の幅

を広げられてみて下さい。 

 

＜インストラクター制度＞ 

一般の方が正しく安全に楽しくアロマを知り、学ぶことができるよう、インス

トラクターとして気を付けるべきこと、講習の仕方と実践スキルを身に付けて

いただきます。 

 

＜ライセンスの発行＞ 

JAA 正会員は所定の講習を受講することにより、インストラクター認定試験を

受験することができます。合格者は JAA 認定インストラクターとして登録され



ます。（登録料は発生しません） 

 

＜ライセンス取得の特典＞ 

①所定の手続きにより JAA 認定加盟校として登録し、アロマコーディネーター

ライセンス対応講座を開講することができます。 

※通学、オンライン講座共に可 

②全国各地の一般企業、公共団体、教育施設、福祉関連施設より、アロマセラ

ピーのワークショップやセミナーの要請があった際に、優先的にセミナー講師

を務めることができます。 

③JAA 登録講師として、JAA のホームページにプロフィールやスキルを紹介し、

一般事業所からの講師依頼を受けることができます。 

日程 

 確定次第お知らせいたします。 

受講資格 

 アロマコーディネーターライセンス取得者 

内容 

①インストラクターの役割 

②アロマセミナーにおけるレッスンの進め方とポイント 

③クラフト作りのバリエーションとその方法 

用意するもの 

 アロマコーディネーターテキスト、筆記用具 

費用 6,600 円（税込み） 

講師 楢林 佳津美先生（JAA 主任講師） 

 

第 41 回インストラクター認定試験 

オンラインにて試験を実施します。 

日程 確定次第、詳細と併せまして JAA 公式サイト、メルマガ等にてお知らせ

致します。 

受験資格 JAA 正会員で、インストラクター講習会を受講した者。 

試験内容 筆記試験（100 分）／面接試験（5 分） 

受験料 22,000 円（税込） 

合格発表 受験日より 1 カ月以内 

受験手続 JAA 公式サイト、メルマガ等にてお知らせ致します。 

 

すでにインストラクター講習会にご参加されてまだ受験されていない方、及び

再受験をご希望される方へ 



原則講習会の参加義務はございません。確定した試験日の１カ月前になりまし

たら、当協会に「JAA 認定インストラクター受験願書請求フォーム」、またはメ

ールにてご請求下さい。 

事務局より、メールにて「受験願書」を送付、送信させて頂きます。 

詳細につきましては、JAA 公式サイト、ならびにメルマガにて皆様にお知らせ

致します。 

 

 

 

コラム３６ページから３７ページ 

 

JAA 認定校加盟校主催のインストラクター講習会 

オンライン講習決定！！  

 

所定の研修を受けたトップインストラクター認定者（JAA 認定加盟校によるイ

ンストラクターが、全国各地で開催されます。この度の新型コロナウイルス感

染拡大防止策として、下記加盟校にて、オンライン講習を開催します。参加ご

希望の方は、以下の加盟校まで直接、お問合せ・お申込みください。 

※インストラクター試験の実施要項は P.35 をご確認ください。 

※トップインストラクター受講者用の講習会チケットは、JAA 主催の講習会の

み摘要されます。加盟校主催の講習会には使用できませんので、予めご了承く

ださい。 

 

お申し込み方法 

以下のスクール宛に【正会員番号 ・氏名 ・住所・電話番号・FAX 番号】を沿

え、「インストラクター講習会申込み」としてお申し込みください。 

 

以下、順に開催地 主催者 申込先ですが、開催日時は直接お問い合わせ下さ

い。 

 

札幌市 アロマルームここち主宰 木場みくり 

E-mail mikuringood@gmail.com 開催日の２週間までにお申し込み下さい。 

 

青森県青森市内 アロマレッスン＆プライベートサロンフィオーレ主宰塩崎美

佳 

E-mail：kirara@actv.ne.jp TEL.070-6950-87231 週間前までにお申し込み下さ



い。 

 

東京都世田谷区 ホリスティックアロマスクーPlage 主宰中山久美子  

E-mail ： kumiko@plage-aroma.com 

http://www.plage-aroma.com/TEL.090-8808-9557 

 

東京都江戸川区小岩 アロマスクール k 主宰北川智恵子 

E-mail：ckitagawa0628@gmail.com 

 

東京都羽村市富士見平 クローバーアロマスクール主宰萱原恵子 

E-mail:cloverhouse@t-net.ne.jpTEL.042-554-5742 

 

神奈川県厚木市 あろまライフ幸華 主宰 遠藤みおこ 

E-mail  sak1mi2619@gmail.com メールにてお申込みください。 

 

神奈川県茅ケ崎市内 アロマスクール GreenGrace 主宰金子恵 

el.090-3543-1133 E-mail:greengrace.aroma@gmail.com http://greengrace.site 

 

山梨県甲府市 アロマセラピービューティサロン＆セラピストスクールアンロ

ーズ 

主宰組澤さつき TEL.090-2522-1187 

 

愛知県豊橋市 アロマケアスクール Mommy 主宰前田智巳 

http://form1.fc2.com/form/?id=863337 TEL.080-1616-0895 

 

徳島県徳島市 Aroma House 凛音 主宰 網本 広美  

Tel.088-635-7272 E-mail:aromahouse.rin@gmail.com(HP から OK) 

 

岡山県井原市 アロマのしずく Laboratory 主宰高杉由起子 

TEL:080-1924-7883 E-mail:aromanosizukusoap@yahoo.co.jp 

 

島根県松江市 アロマルーム&スクールアンリバージュ主宰三島志野 

E-mail：aromaroom.unrivage@gmail.com TEL:090-7992-8158 

 

大分県大分市 Full Bloom～フルブルーム～主宰上屋 香 

E-mail: fullbloom@oct-net.ne.jpTEL.080-1708-2707 



 

 

2020 年下半期 アロマフェイシャルリラックスライセンス認定試験 

 

（1）AFR教材を購入し、AFR認定加盟校にてAFR受験対応講座を修了した者。 

会場／日程 随時開催。所属加盟校主宰者と相談の上、受験日、会場を決めま

す。 

※東京にて 10 月開催が難しい場合は、改めて告知させていただきます。 

受験手続 受験日 2 週間前まで 

合格発表 合否結果が出次第 

受入校紹介 

ジャッジ実施加盟校以外で学ばれた方は、東京または下記地域での受験を選択

いただけます。 

宮城県仙台市青葉区／山形県山形市／埼玉県秩父市／千葉県船橋市／富山県富

山市／石川県七尾市／岐阜県可児市／愛知県江南市／三重県津市／沖縄県糸満

市（2020 年 5 月現在） 

（2）AFR 教材を購入し、AFR 集中講座にて AFR 受験対応講座を修了した者。 

会場／日程 東京都内指定会場／10 月 3 日（土） 

※東京にて 10 月開催が難しい場合は、改めて告知させていただきます。 

受験手続 8 月 1 日～8 月 31 日《必着》 

受験手続は JAA を通じて行います。 

合格発表 11 月中旬 

（1）（2）共通 

受験料 22,000 円（税込） 

試験内容 

＜会場＞カウンセリング 20 分／トリートメント 30 分  

＜在宅＞学科試験（45 分）／ケースワーク 

 

2020 年下半期アロマフェイシャルリラックス（AFR）試験について 

加盟校内ジャッジ実施可能校での受験に関しては、開催される加盟校様、受験

される受験者様の安全を考慮し、今回より随時受験の対応を致します。 

 

2020 年下半期 ボディトリートメントセラピスト認定試験 

 

（1）BTT教材を購入し、BTT認定加盟校にてBTT受験対応講座を修了した者。 

会場／日程 随時開催。所属加盟校主宰者と相談の上、受験日、会場を決めま



す。 

※東京にて 10 月開催が難しい場合は、改めて告知させていただきます。 

受験手続 受験日 2 週間前まで  

合格発表 合否結果が出次第 

受入校紹介 

ジャッジ実施加盟校以外で学ばれた方は、東京または下記地域での受験を選択

いただけます。 

北海道函館市／北海道釧路市／北海道北見市／青森県青森市／宮城県仙台市青

葉区／宮城県仙台市泉区／秋田県仙北市／山形県山形市／山形県東置賜郡／山

形県米沢市／埼玉県桶川市／千葉県船橋市／東京都西東京市／神奈川県横浜市

西区／神奈川県横浜市金沢区／神奈川県鎌倉市／新潟県新潟市中央区／富山県

高岡市／富山県富山市／石川県金沢市／石川県野々市市／石川県小松市／福井

県福井市／福井県坂井市／山梨県甲府市／長野県東御市／岐阜県羽島郡／岐阜

県可児市／愛知県豊川市／愛知県名古屋市名東区／三重県津市／大阪府大阪市

都島区／大阪府大阪市阿倍野区／兵庫県姫路市／和歌山県和歌山市／岡山県岡

山市北区／岡山県岡山市中区／徳島県徳島市／福岡県福岡市西区／熊本県熊本

市西区／熊本県山鹿市／熊本県熊本市南区／宮崎県都城市／鹿児島県志布志市

／沖縄県那覇市／沖縄県糸満市 

（2020 年 5 月現在）                                                                                  

（2）BTT 教材を購入し JAS 集中講座にて BTT 受験対応講座を修了した者。 

会場／日程 東京都内指定会場／10 月 4 日（日） 

※東京にて 10 月開催が難しい場合は、改めて告知させていただきます。 

受験手続 8 月 1 日～8 月 31 日《必着》 

受験手続は JAS 指導部を通じて行います。 

合格発表 11 月中旬 

（3）BTT 教材を購入し、協会に直接受験手続を行う者。 

会場／日程 東京都内指定会場／10 月 4 日（日） 

※東京にて 10 月開催が難しい場合は、改めて告知させていただきます。 

受験手続 8 月 1 日～8 月 31 日《必着》 

「願書請求兼受験資格申請書」を協会に送付し受験願書を請求。 

 ※詳細は BTT 教材「受験手続について」をご覧ください。 

合格発表 11 月中旬 

（1）（2）（3）共通 

受験料 22,000 円（税込） 

試験内容 

＜会場＞カウンセリング 10 分／トリートメント 60 分  



＜在宅＞学科試験・小論文（各 45 分）／ケースワーク 

2020 年下半期ボディトリートメントセラピスト（BTT）試験について 

加盟校内ジャッジ実施可能校での受験に関しては、開催される加盟校様、受験

される受験者様の安全を考慮し、今回より随時受験の対応を致します。 
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全国 AFR、BTT 加盟校一覧 

以下順に地域 スクール名 主宰者 問い合わせ先 対応講座 

 

北海道     

函館市 なちゅらボディケアスクール  

畑瀬理惠子 0138-53-2255 BTT 

函館市 アロマセラピーサロン＆スクール miyu  

近江美幸 0138-87-5059 BTT・AFR 

二海郡 アロマサロン ローズ 清水志帆 090-8277-6952 BTT 

釧路市 釧路アロマセラピースクールヴィーヴル 

川内ゆかり 0154-46-6461BTT 

北見市 アロマセラピースクール＆サロンアロマここち 

磯川みゆき 080-1891-8472 BTT・AFR 

 

東北地方     

青森県青森市 アロマレッスン＆プライベートサロンフィオーレ 

塩崎美佳 070-6950-8723 BTT 

青森県南津軽郡 アロマリラクゼーションルームピュアラ 

葛西由美子 090-2023-1487 BTT 

宮城県仙台市 Asian healingsalon～Ayura  

田髙あゆみ 022-724-7728 BTT・AFR 

宮城県仙台市 ナチュラルセラピー心緑  

 

佐藤智子 080-5577-6111 BTT・AFR 

宮城県仙台市ナチュラルセラピースクール AROME 

関淑恵 090-6685-3149BTT・AFR 

秋田県仙北市 アロマセラピースクール＆サロン草花木香 

髙山純子 080-3338-4951 BTT 



山形県山形市 癒しと美のサロン＆スクール Aroma Angel  

森岡句美 023-679-3293 BTT・AFR 

山形県東置賜郡 いやしの空間あろまの森 

近野マキ 090-9030-7358 BTT・AFR 

山形県米沢市 ナチュラルヒーリング Urara 

伊藤典子 090-4639-5580 BTT・AFR 

福島県郡山市 Ergree 郡山アロマセラピースクール 

仁井田裕子 024-945-8766 BTT 

 

関東・甲信地方 

埼玉県桶川市 アロマセラピースクール A･L･B  

野杉弘美 048-677-4240 BTT 

埼玉県秩父市 アロマ＆ヨガアムール  

小笠原奈緒 070-5366-0070 AFR 

千葉県千葉市 & cassis aromatherapy school  

目黒陽子 090-1737-7420 BTT 

千葉県松戸市 Aroma＆Herb 天使のてアロマスクール 

八木美沙季 080-1021-0104 BTT 

千葉県船橋市 アロマ･カラーセラピーアケイシャー 

安齋孝子 090-9828-5996 BTT、AFR 

千葉県旭市 atelier marble アトリエマーブル  

内田ひろみ 0479-74-3092  AFR 

東京都品川区 Lumba Lumba の小さなスクール  

Shi-man 080-5888-0385 AFR 

東京都豊島区 アロマセラピーサロン＆スクールラバンデュラ  

仲俣千鶴 090-3340-1831 AFR 

東京都西東京市 カーリッジ 

近藤佳子 042-439-3624 BTT 

神奈川県横浜市 アロマサロンスクール＆フットケアラミニョンベリー 

松本裕子 090-2329-3270 BTT 

神奈川県横須賀市 ナチュラルライフ  

山崎睦子 046-836-7373 BTT 

神奈川県横浜市 アグライアナチュラルセラピースクール 

土戸尚恵 080-5430-3361 BTT 

神奈川県横浜市 スタジオセルボ  

中村水波 0120-745-622 BTT 



神奈川県小田原市 TAO Aromatherapy Claytherapy School&Salon 

アラ・マーリエ横山千紗 0465-21-6047 AFR 

神奈川県相模原市 サロン ド クレール  

谷ひとみ 090-7184-7490 BTT 

山梨県甲府市 アロマセラピービューティーサロン＆セラピストスクールアン

ローズ組澤さつき 090-2522-1187 BTT・AFR 

長野県長野市 香りの部屋ビックビーンズ  

竹内千惠子 AFR 

長野県東御市 AROMASCHOOLLOTUS  

上原珠子 090-5507-9903 BTT 

 

北陸地方 

新潟県新潟市 Bunga Bunga  

松田恵久実 090-4527-6493 BTT 

富山県高岡市 アロマセラピースクールほの香  

磯部愛美 090-9449-7494 BTT 

富山県富山市 アロマスクール＆サロンアジアンルーム  

北川睦子 076-455-1734 BTT・AFR 

富山県富山市 リラクゼーションサロン＆スクールウィステリア  

黒川早智子 090-8097-2904 AFR 

石川県金沢市 セラピスト養成スクール金沢  

喜多野修子 076-232-1007 BTT 

石川県金沢市 アロマセラピースクールクラリティ 

小林美樹 090-3763-5884 BTT、AFR 

石川県金沢市 セレスティーヌアロマテラピー＆リフレクソロジースクール 

塚崎早苗 076-201-8537 BTT 

石川県七尾市 オリオンアンドアンジェリカ 

米田智恵子 0767-52-7408 AFR 

石川県小松市 ハーブ＆アロマスクール蛍 

平井こず枝 090-6994-1965 BTT 

石川県小松市 アロマテラピー＆スクールクラーレ 

川崎倫子 090-2032-6734 BTT 

福井県福井市 アロマスクール＆デトックスサロンラベンサラ 

阪田千晴 0776-97-5972 BTT 

福井県福井市 ビューティーエキスパートスクールサンセリテ 

山本眞弓 0776-56-8667 BTT 



福井県敦賀市 ataraxia 

田中深実 090-2371-9318 BTT 

福井県坂井市 Fukui アロマスクールジャスミン  

西畑幸子 0776-51-0001 BTT 

福井県坂井市 Aroma プメハナ 

坪川好子 090-6816-0418 AFR 

 

東海地方     

岐阜県羽島郡 アロマとタイ古式のサロン NaturalBodyCare 花蓮  

髙見純子 058-247-5055 BTT 

岐阜県中津川市 RAromaSchoolRAS  

赤坂理恵 080-5133-5786 BTT 

岐阜県可児市 AromaHouseChampaca  

山田かおり 0574-58-0812 BTT・AFR 

静岡県伊東市 アロマセラピースクール睡蓮  

吉田浩子 0557-51-2274 BTT 

静岡県浜松市 ハーブ＆アロマスクール夢ミント  

河合せつみ 090-9175-3265 BTT 

静岡県浜松市 KOU  

富山ユリ子 090-3427-1220 BTT 

愛知県豊川市 スタイルナチューレ KAORI  

荒﨑香央里 090-2926-2137 BTT 

愛知県名古屋市 アロマハウスチャパン  

城山千秋 052-451-5371 AFR 

愛知県名古屋市 香りとヒーリングのルームラヴィアンローズ  

宮口順子 052-223-0238 BTT 

愛知県名古屋市 リオカ 

今村宙會 090-4198-2058 BTT 

愛知県丹羽郡 スクール＆サロンアロマフラール  

小縣美鈴 090-3852-9702 AFR 

愛知県江南市 Aroma House Inedo  

熊沢稲子 0587-58-7275 BTT・AFR 

愛知県江南市 Aroma House Napla  

景山由佳 080-3610-5144 BTT 

三重県津市 アロマハウス Rosemary  

駒田尚美 059-228-6830 BTT・AFR 



三重県津市 アロマセラピースクール fururu 津校  

開田麻氣 059-253-2660 BTT 

 

近畿地方 

大阪府大阪市 Body Mall  

植田美沙子 06-6358-7455 BTT 

大阪府大阪市 クリスアロマスクール  

窪田聖恵 06-6928-8228 BTT 

大阪府大阪市 スイートホリスティックアロマスクール  

宇野民子 06-6354-1187 BTT 

大阪府大阪市 ハーブ＆アロマサロン沙羅  

佐々木優子 06-6652-1133 BTT・AFR 

兵庫県西宮市 アロマテラピースクールナチュラルビューティー  

堀田之武子 090-1480-8349 AFR 

兵庫県姫路市 アロマセラピースクール＆サロン美香  

池田佳子 080-6159-7957 BTT・AFR 

兵庫県姫路市 Herb Lovers アロマテラピースクール  

藤田静代 079-295-0310 BTT 

奈良県奈良市 ヒーリングスクールフォルトゥナ  

野村真紀 080-3819-4039 AFR 

和歌山県和歌山市 アロマカルチャースクール和歌山  

田中久美子 050-3695-5074 BTT 

 

中国地方 

鳥取県境港市 ハーバルグリーン 

由木文代 0859-44-2481 AFR 

岡山県岡山市 Limone  

山懸晶子 086-251-2268 BTT・AFR 

岡山県岡山市 アロマセラピーサロン＆スクール A&K  

小山敦子 090-7591-5662 BTT 

広島県福山市 アロマ蓮泉  

森山郁子 084-963-4552 AFR 

広島県広島市 アロマセラピー＆ハーブスクールベリストワール 

吉岡裕子 082-251-3069 AFR 

 

四国地方     



徳島県徳島市 カラザ  

金森弘佳 088-655-2739 BTT 

徳島県阿南市 アロマ＆クレイペパーミント 

柳澤珠美 0884-22-6445 BTT・AFR 

香川県高松市 アロマスタジオパフューム 

溝渕邦子 087-899-5691 BTT 

愛媛県新居浜市 いやしのステーションル･ポール  

定井智榮美 090-9554-4608 AFR 

 

九州地方     

福岡県福岡市 スプリング･リーフアロマスクール  

西直子 090-4342-4851 BTT・AFR 

佐賀県佐賀市 佐賀アロマセラピースクールリトルフェアリー  

江頭ひとみ 0952-97-7577 BTT 

熊本県熊本市 イノセントランド～  

前田しのぶ 096-323-3124 BTT 

熊本県山鹿市 アロマ･ハーブスクールダンディリオン  

佐藤洋子 0968-43-8105 BTT 

熊本県熊本市 癒しのサロンとボディメンテスクール Rock Candy  

倉岡杏規子 090-5946-5755 BTT 

宮崎県宮崎市 RUBBEAUTY セラピストスクール  

三浦右子 0985-22-1022 BTT 

宮崎県都城市 古民家サロンここち家  

堀江静香 0986-51-7709 BTT・AFR 

鹿児島県志布志市 アロマ専門 Hermitage  

津曲玉江 080-6419-0707 BTT・AFR 

沖縄県那覇市 アロマや てて  

濱田美樹 090-5949-1874 BTT 

沖縄県糸満市 aroma-ma 

下地由美子 098-992-6550 BTT・AFR 

沖縄県糸満市 Aromatic Salon Cure Mew  

佐久眞幸恵 080-8161-3486 BTT 
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アロマコーディネーターのための新型コロナウイルス感染（COVID-19）対策方



法 

 

JAA 会員の皆さまが、できるだけスムーズに営業活動が続けられますよう、現

時点で可能な新型コロナウイルス感染拡大における対策と方法をご紹介いたし

ます。 

プロのセラピストとして、サービスを提供する側の不安が解消できるだけの情

報収集と準備が必要です。以下、皆さまの活動の助けとしてお使い下さい。 

 

店舗、教室、サロン、オンラインショップ側からの「新型コロナウイルス感染

対策」の発信について 

37.5 度以上の発熱がある場合や体調が悪い場合には出勤はしないことは当然と

して、新型コロナウイルスの感染予防のために各店舗において行っている対策

について、明確にお客様/生徒の方々にお伝えしてください。 

スタッフは手洗い・うがいを徹底し、感染防止に努めていること、また対面の

サロンであれば、スタッフがマスクを付けることへの理解をいただく内容と、

咳エチケットを学んで実施していること、タオルやガウン等は一回一回清潔な

ものと取り換え、次亜塩素酸ナトリウムを混ぜ、いつも以上に小まめに洗濯を

行っていること、商品や商材を管理している資材室は、ドアで仕切きられてお

り、資材や備品に関しても次亜塩素酸ナトリウムを用いて除菌消毒を行ってい

ること、特にドアノブや扉など、多くの人が触れる箇所はこまめに消毒してい

ること、スタッフを抱える職場では、時差出勤やリモートワークなどにも対応

していることなど、店舗での掲示はもちろんのこと、ご自身のサイトやブログ

などにも掲載し、メルマガなどでの配信も含め、利用者が安心してサロン・シ

ョップ・お教室を利用できるよう配慮しましょう。 

また、お金の受け渡しのある店舗では、キャッシュレス決済を取り入れること

も検討すると良いでしょう。接触感染のリスクを軽減できます。 

どれも一般的なことではありますが、プロのセラピストとしての必要な姿勢で

す。事前の対応として取り入れてみてください。 

 

罹患者と思われる方がサロンなどに来店された際の対応について 

まずは、事前告知が重要です。以下のような告知文などを用意し、罹患者の施

術を未然に防ぎましょう。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に対する政府基本方針発表にあたり、当サロ

ンではお客様の健康を第一に考え、以下のいずれかに該当されるお客様には来

店の見直し・ご予約の変更のお願いをしております。 

風邪の症状（くしゃみや咳が出る等）がある方。 



37.5 度以上の熱がある方。 

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。 

咳、痰、または胸部に不快感のある方。 

過去 14 日以内に、海外への渡航歴のある方、並びに当該渡航者との濃厚接 

触がある方。 

過去 14 日以内に、新型コロナウイルス感染者またはその疑いのある方と接 

触された方。またクラスターが発生したとされる場所を訪れた方。 

その他新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方。 

ご予約の変更については迅速に対応させていただきますので、恐れ入りますが

店舗までご連絡をお願いいたします。 

また、お客様の健康状態によっては施術をお断りさせていただく場合がござい

ますこと、予めご了承ください。 

サロンにお越しいただいたお客様には、カウンセリングシート等で二重に確認 

、病院の受付と同様に、サロン内で体温を測っていただくことも必要でしょう。 

37.5 度前後の体温であれば、お客様の体調を気遣った上で施術はお断りしまし

ょう。 

 

新型コロナウイルス感染に伴っての 補助金や助成金について（3 月 20 日時点） 

新型コロナ感染に伴っての各機関の補助金や助成金の情報につきましては、

JAA 公式サイトにてご確認下さい。 

 

JAA 直轄校 

日本アロマコーディネータスクール（JAS）からのお知らせ 

 ～ストレス社会の今、癒しのスペシャリストを目指す会員様へ～ 

 

いやしのカウンセラー養成講座ホームスタディーコース 

会員の方、アロマコーディネーター受講生は 3 万円割引でご案内 

 

いつの時代にも大切にされてきたもの、それは「想いのちから」です。 

「いやしのカウンセラー」を養成するこの講座は、心理学理論や、哲学思想、

香りのケアなどを参考にしながら、丁寧に心と向き合います。 

是非、この機会に楽しみながら、学んでみませんか？ 

 

レッスン回数 15 回 標準受講期間 1 年すべてご自宅で、受講、受験いただ

けます。 

＜講座費用＞ 教材費、受講料含む 



■受講料 一般 150,000 円(税別) 会員 JAS 受講生 120,000 円（税別） 

お問い合わせ先 日本アロマコーディネータスクール 

フリーダイヤル ０１２０－１２２－５０７ 

 

JAA 常任理事 浅井隆彦先生による介護アロマセラピスト講座 

 

心地よい介護にしませんか！ 

介護現場でのアロマテラピーの扱い方や最も多く見受けられる 浮腫み・冷え・

不眠などの緩和に簡単な実技訓練を行います。アロマテラピーについては認知

症や消臭や感染予防について触れます。また、手による触れ合いとして「癒し

の手」のテクニックで、介護福祉に従事されている方、親子関係など、人との

コミュニケーションの仕方を学びます。アロマテラピーが介護の手助けになる

ことを知っていただき、快い介護になることを体験するチャンスです。尚、こ

の講座は JAA 認定ライセンス制度の対象講座になっています。 

 

介護アロマセラピスト講座の全国開催スケジュール 

以下順に日程、開催場所、主催者、問い合わせ先 

5 月 23 日～24 日 長野市 五十嵐（アロマ・フィエスタ）TEL.0268-67-1701  

6 月 6 日～7 日 川崎 あさいマッサージ教育研究所 TEL.090-6197-4794  

6 月 13 日～14 日 三島市 新田（ミモザ）TEL.090-6075-1289 

6 月 20 日～21 日 郡山市 竹俣（アロマハート・ユー）TEL.080-8224-0963  

7 月 11 日～12 日 福井県坂井市 西畑（ジャスミン）TEL.0776-51-1088  

9 月 5 日～6 日 青森市 塩崎（フィオーレ）TEL.070-6950-8723  

9 月 12 日～13 日 札幌 山田（札幌エンジェルハンズ ）TEL.080-1862-4437 

9 月 20 日～21 日 名古屋 三原（cosmos）TEL.090-2906-7917  

9 月 26 日～27 日 徳島 金森（カラザ）TEL.088-655-2739  

10 月 17 日～18 日 長野市 五十嵐（アロマ・フィエスタ）TEL.0268-67-1701 

※詳細は浅井隆彦公式サイトをご覧下さい。 

新型コロナ感染拡大防止のため、延期、中止になる会場があります。 

トップページ左側のブログのバナーをクリックして日程を確認ください。 

http://www.asai-takahiko.com 

お問い合わせ  

あさいマッサージ教育研究所 

E-mail:ta73asai@gmail.com 

090-6197-4794（浅井） 

 



 

コラム４６ページから４９ページ 

 

全国加盟校オプション講座のご案内 

JAA ホームページの「イベント・セミナー」ページに詳細を紹介しております。 

尚、オプション講座については、各加盟校へ直接お問い合わせ下さい。 

 

★アロマスクール&サロンローズ・ラパン バラとうさぎの散歩道 

楢林式アロマ膝ケア セルフケアセミナー～足と膝の健康、不調の予防に～ 

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では、講座の延期、およびウエブ

講座への切り替えをお願いする場合がございます。 

日程 随時 2.5～3 時間程度 

費用 正会員・受講生 7,000 円／一般 8,000 円 

会場 ローズ・ラパン サロンにて 

講師 猿橋由貴子 

お申し込み＆お問い合わせ 

ローズ・ラパンＨＰ（「ローズラパン盛岡」で検索）より電話およびメールにて

受付。 

受講希望日を第 3 希望までお知らせください。 

〒020-0105 岩手県盛岡市北松園 1-20-1 

担当 猿橋由貴子 

TEL 090-9633-0816／FAX 019-663-0679 

 

★Aroma studio Drop’s 

必ず役立つ！お手軽ハンドトリートメント講座 

ご家族に！イベントに♪ ボランティアに！ 

日程 2020 年 6 月 20 日（土）・21 日（日） 

時間 2 時間 2 回 

費用 正会員・受講生 16,500 円／一般 18,150 円／材料費 2,860 円 

会場 Aroma studio Drop’s 

講師 須賀直子 

お申込み＆お問い合わせ 

Aroma studio Drop’s まで、お電話かメールにてお申し込みください。 

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-22-9 COPIOUS-S 1 号 

TEL＆FAX 048-816-3833  

 



★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®ベイシックコース ～覚えるより楽しむ 1day 講座～ 

日程 6 月 6 日（土） 

時間 5 時間程度 

費用 どなたでも 20,350 円（スターターキット付※精油 9 本含） 

詳細 https://www.aromaacacia.com/inquiry 

2) オーラソーマなお茶会 ～色のエネルギーを知る～ 

日程 6 月 14 日（日） 

時間 13:00～15:00 

費用 正会員・受講生 2,500 円／一般 3,000 円 

詳細 https://www.aromaacacia.com/inquiry 

今回はポマンダー（定価：990 円）付です。 

※すでにオーラソーマを学んだことがある方はご遠慮下さい。 

3) 選べるフェイシャルレッスン ～新しい手技を取り入れたい方へ～ 

日時 随時 リクエスト開催（1 レッスン 3 時間程度） 

費用 1 レッスン 10,000 円～ ※HP でご確認下さい。 

詳細 https://www.aromaacacia.com/news/facial-parts.html 

上記 3 講座のお申込み、お問合せはお電話・メールでお願いします。 

〒274-0065 千葉県船橋市高根台 7-23-14  

担当 安齋孝子 

TEL 090-9828-5996 

 

★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 

アロマの資格を生かしたい方へ 

日程 平日コース、土日集中 全 2～4 回。１回の講習時間はコースにより異な

ります。 

費用 どなたでも 104,500 円～（材料費込み）  

お申し込み＆お問い合わせ 

実際に講座を開くまでの準備・告知・集客についてのオプション講座もご用意

しています。 

詳細は HP 内の講座案内ページをご覧ください。 

お問合せ・お申込みは件名に「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、HP のお申込みフォームからまたは、お電話でお願いします。 

出張開催に関しても、ご相談ください。「天使のて松戸」で検索。 

〒271-0075 千葉県松戸市胡録台  



担当 八木美沙季  

TEL 080-1021-0104 

 

★Earth Angel 

1 占星学～自分が作った人生のリストを読む～ 

日程 随時 

時間 2 時間 1 回 

費用 どなたでも 15,000 円 

2 お線香づくり～日本古来の香～ 

日程 随時 

時間 2 時間 1 回 

費用 どなたでも 6,000 円 

3 マルセイユ石けん作成～オリーブオイルで作る天然石けん～ 

日程 随時 

時間 2 時間 1 回 

費用 どなたでも 7,000 円 

上記 3 講座ともに 

講師 中山 久美子（英国 IFA 認定アロマセラピスト） 

場所 Earth Angel 

お申込み＆お問い合わせ 

Earth Angel まで下記お電話または HP のお問合せフォームからお申込みくだ

さい。 

〒154-0014  東京都世田谷区新町 3-18-15 スゲタマンション 203 （田園都市

線桜新町駅 3 分） 

担当 中山久美子 

TEL 090-8808-9557   

 

★アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェ 

１、あなたの素肌と魅力を開花する 

顔タイプ診断メイクレッスン 

随時募集 

受講時間 2．5～3H 

費用 33,000 円（税込） 

※お肌の弱い方でもメイクを楽しめます。 

※マンツーマンレッスンなので初心者の方でも即実践できるメイクを取得でき

ます。 



２、最適なスキンケアと化粧品の選び方講座 

随時募集 

受講時間 90 分 

費用 5,500 円（税込） 

※詳細は HP・ブログをご覧ください。 

お申込み＆お問い合わせ 

アロマ ハーブスクール＆エステサロンサシェまで、 

TEL または HP のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

〒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 

 

★癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～ 

１、直感で選ぶ！アロマブレンドを楽しむ会 ～アロマブレンドの実践体験と

潜在意識を探る～ 

アロマブレンドチャクラ講座の体験会としても、ご利用ください。 

日程 全 1 回 ご希望日程での開催 

時間 10 時～12 時（もしくは 13 時～15 時） 

費用 どなたでも 3,500 円 （ブレンドオイルのお土産付） 

２、アロマブレンドチャクラ講座 ～アロマブレンド力と表現力の底上げをし

て、ワンランク上のセラピストに～ 

日程 全 8 回 平日・土曜日隔週コース   

時間 10 時〜13 時（ご相談可） 

＊開講スケジュールはご相談（集中レッスンや土曜日開催も可） 

費用 どなたでも 96,000 円 【分割あり一括の場合は割引あり】 

上記 2 講座共に 

会場：癒しのサロン＆スクール Oblate〜オブラート〜 （東急田園都市線市

が尾駅・無料駐車場完備） 

お申し込み＆お問い合わせ 

癒しのサロン＆スクール Oblate～オブラート～までお問い合わせください。 

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町  

担当 水森美希 

TEL 045-294-1635   

 

★Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～  

１、基礎から学べる☆手づくり石けん資格＆リクエストレッスン  



日程 随時  

費用 どなたでも  

・オーガニック soap プライベート１Day Lesson 6,000 円程～(カット後仕上

がり 8～10 個)  

・Hawaiian Medical Herb Soap ⅠorⅡ 各 3 回 各 7,000 円 

・マウナラニプロジェクトメニュー （Hawaiian カカオ soap・アスタキサンチ

ン soap）各 7,700 円 

・Manna Lani 認定プロフェッショナルインストラクター資格講座 

基礎コース・デザインコース 各コース４回 32,000 円 + 税  

※自宅にて石けん作り経験者対象 （資格取得講座）  

・一般社団法人ハンドメイド石けん協会認定ジュニアソーパー資格講座 

total10 回  

(講習時間トータル約 24H) 約 100,000 円 (キット、材料費、受講料、テキス

ト、認定料 込み)  

※※初心者対象～経験者 （資格取得講座） 

・ALOHA ベーシックオリジナルコース  8,000 円×6 回＋10,000 円(オリジナ

ル作品作成＋修了証) 

※初心者～経験者対象 

２、ハンドトリートメント検定受講（通学コース）  

日程 随時  

費用 どなたでも  

受講参加費 35，000 円 ＋税   

（Lesson1～3Lesson 代、DVD、教材、検定受講代込）  

※JAA 会員様 Lesson 時のキャリアオイルサービス  

上記１、２  

お申し込み＆お問い合わせ  

Hoku Lani ～Natural Health Beauty Style～までご連絡下さい。  

〒505-0052 岐阜県美濃加茂市  

担当 chisato 

TEL. 070-5033-8035   

 

★アロマハウス Rosemary＆アロマケアスクール Mommy 

１、名古屋開催☆楢林式膝のアロマケア～セルフケア講座～膝の痛みに 91.2％

の良い変化～ 

日程 2020 年 6 月 13 日（土） 

時間 13：30～16：30 



費用 8,800 円 

会場 ウインクあいち 

お申込み・お問合せ 

アロマ膝ケア会名古屋まで、お電話または下記申込フォームよりお申込みくだ

さい 

電話 059-228-6830（担当 駒田）  

申込フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S74588621/ 

２、名古屋開催☆日本ブレスト協会乳がん予防講座～未来も笑顔で乳がん予防

講座～ 

日程 2020 年 5 月 24 日（日） 

時間 13：15～16：45 

費用 13,000 円 

会場 ウインクあいち 

お申込み・お問合せ 

お電話または下記申込フォームよりお申込みください 

電話 059-228-6830（担当 駒田）  

申込フォーム https://ws.formzu.net/fgen/S86870246/ 

 

★株式会社 美クリエーション 

１、タッチファミリーケア フットケア 

日程 5 月 23 日（土） 

時間 11:00～13:00 

費用 どなたでも 6,600 円 ※ご家族 1 名様追加無料 

２、タッチファミリーケア 肩こりケア 

日程 7 月 25 日（土） 

時間 11:00～13:00 

費用 どなたでも 6,600 円 ※ご家族 1 名様追加無料 

３、タッチファミリーケア 腰ケア 

日程 9 月 26 日（土） 

時間 11:00～13:00 

費用 どなたでも 6,600 円 ※ご家族 1 名様追加無料 

上記 3 講座ともに 

講師 遠藤久美子 

場所 京華館 2 階 

お申込み＆お問い合わせ 

Facebook の「タッチファミリーケア」のイベントページにて参加お申込み頂く



か、 

株式会社美クリエーションにお電話下さい。 

〒601-8121 京都府京都市中京区十文字町 432-5 

担当 遠藤久美子 

TEL 075-213-7610／FAX 075-211-2473 

 

★医療・介護専門臨床アロマスクール・アグライア 

１、医療・介護現場の導入例・実績を学ぶ講座～医療介護へ導入 1500 件の実績 

日程 自由予約制 

時間 2.5 時間  1 回 

費用 正会員・受講生 15,000 円 

２、介護福祉アロマセラピスト Pro 養成講座～仕事につながる介護福祉アロマ

を習得～ 

日程 自由予約制 

時間 約 37 時間  約 20 回（ご相談に応じます） 

費用 正会員・受講生 310,000 円 ※別途、テキスト 10,000 円 

※すでにアロマコーディネーター資格をお持ちの方は基礎講座分10万円値引き。

応用編と臨床アロマの実技のみの授業です。（相談可） 

上記 2 つは 

お申し込み＆お問い合わせ 

アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社までメールにてお問合せ

ください。 

〒543-0024 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 15-37  

担当 玉野純子 

TEL 06-6768-6880／FAX 06-6762-5257  

 

★Aroma Villa 

薔薇の香水作り講座 アフタヌーンティー付き 

日時 5 月 10 日（日）13：00～16：45 

費用 どなたでも 11,000 円  

お申し込み＆お問い合わせ 

メールまたは電話にて受付確認後、指定口座へお振り込みをもって、本申し込

みとさせていただきます。 

※会場 ホテルニューオータニ大阪（大阪市中央区） 

担当 AromaVilla 校長 てらうち佳奈子  

TEL 090-8656-1895  



 

★自然の恵み Aroma Lumiere 

「アロマテラピーのための 84 の精油」講読会～一つの精油について知識を深め

る～ 

日程 6 月 30 日、７月 28 日、8 月 25 日 

時間 10:30～、14:30～ 

費用 どなたでも 1,000 円 

お申し込み＆お問い合わせ 

自然の恵み Aroma Lumiere まで氏名、住所、電話番号、希望時間をメールでご

連絡ください。返信メールを送ります。別日による希望日時も相談可能です。 

〒573-0066 大阪府枚方市伊加賀西町 7-35 

担当 菊永洋子 

TEL 080-6144-3064  

 

★アロマスクール&サロン アロマグラッセ 

感染症にも役立つアロマの凄技セミナー～家族の健康を守るために！ 

日程 月 2 回開催 2 時間 

費用 正会員・受講生 3,850 円 一般 4,950 円 ※別途材料費 1,100 円 

会場 アロマスクール&サロン アロマグラッセ 

講師 家永純世 

お申し込み＆お問い合わせ 

下記メールアドレス宛に、ご参加希望の旨記載の上、送信ください。 

〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町 5-2-33 

担当 家永純世 

TEL 090-3428-0637 

 

★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）  

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。 

費用 どなたでも 38,000 円（税抜）通信教育同額  ※材料費なし 

２、アーユルヴェーディック美顔 

日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です   

費用 どなたでも 60,000 円（税抜）  ※材料費なし 

３、チャクラン（アビャンガ）全身オイルマッサージ 

日程 随時（応相談）・希望日の集中講座も可能です   

費用 どなたでも 120,000 円（税抜）  ※材料費なし 



上記 3 講座共に 

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丁目 31-12 西垂水ビル１F  

担当 六反 

TEL＆FAX 099-252-1240 

 

 

コラム５０ページから５１ページ 

 

美容薬膳のススメ 

 

中医学的な春の特徴 

寒くて部屋に閉じこもりがちな冬が終わり、新しい服で外出したくなる春にな

りました。暦で春は立春から立夏までの 3 か月とされています。地上では陽盛

陰衰と言って、陽の気が少しずつ増していき、春分の日に陰陽のバランスが同

じになった後、陰の気は衰退し自然界で万物が成長を始めます。五行は「木」

に属し、枝葉が上に横に伸び広がるイメージで、のびのびとして規制を嫌い、

ゆるゆる、のびのびと大らかな気分で過ごすのが良いとされている季節です。

しかし、万物が活発になる事で、ウイルスや細菌なども活発になり感染症が増

えたり、舞い上がる性質から、肝気が上昇しやすくなるため、気分に影響を受

けて怒りっぽくなったり、イライラしたり、気分のトラブルが多い季節でもあ

ります。仲間と食事に行ったり、運動をして発散したり、入浴でリラックスす

る等、ストレスをためない様に工夫する事が大切です。また、服装も体を締め

付ける服は避けるのが良いとされているのでストールは緩巻にし、髪はほぐし、

心身共に伸びやかに過ごす様にしましょう。 

 

春に多い不調 

五行学説によると、春の季節は「肝」と関係が深く、春になると「肝」の機能

が盛んになり、精神、情志の活動が上昇発散するので、興奮状態を起こしやす

くなります。そして、その肝の気の上昇は「脾胃（ひい）」にも影響する為、消

化器系の不調も起こしやすく注意が必要です。 

「肝は筋を主り（つかさどり）、その華は爪に在り」とあり、肝血が不足すると

筋肉痛や筋肉の痙攣が起こりやすくなったり、爪を滋養できなくなり、爪が白

っぽくなってすじが入ったり、薄くなって割れやすくなったりします。また、「肝



は目に開竅（かいきょう）する」ともあり、肝の経絡は目に通じていて、肝血

が目を滋養することで、目は機能しているため、肝の機能が失調し肝血が不足

すると、かすみ目やドライアイ、視力低下が起こります。また長時間スマホを

使うなど目を使い過ぎる事でも肝血を消耗するため、肝血不足による筋の栄養

不足を引き起こします。春の初めは冬に溜まった毒を解毒するものや、血を養

う食事を心掛け、春の中旬からは肝気の巡りを良くするものや、脾胃を強める

食事を積極的に摂取するようにしましょう。 

春の薬膳 

春は目や爪のトラブル、気持ちのトラブルが起こり安い季節です。いちご、グ

レープフルーツ、金柑、シークワーサー、文旦、柚皮、ライチ、等のフルーツ

や、ウイキョウ、クミン、ターメリック、等のスパイスも、肝の巡りを調整し

てくれます。柑橘類は特に皮の部分に気の巡りを改善する成分が多いので、調

理の際は皮ごと使うのがおすすめです。ケーキに混ぜ込んだり、マ－マレード

にしたり、輪切りにしたフルーツを紅茶等に入れたり、赤ワインに入れてサン

グリア風にすると使いやすいでしょう。 

肝血不足からの不調には、補血の働きのある食材が有効です。黒豆、アーモン

ド、黒ゴマ、人参、ほうれん草、は血を養います。ほうれん草や人参のナムル

を使ったビビンバや、黒ゴマ豆腐は食べやすく、春におすすめの献立です。気

分がすぐれずイライラする時は解毒の力のある山菜類や、平肝のセロリ、菊花、

トマト、アスパラガス、ハマグリ、イカ等がおすすめです。春の薬膳で心と体

の美人をめざしたいですね。 

 

松本誉子（マツモトタカコ）プロフィール 

国立北京中医薬大学 薬膳科 卒業、中医薬膳師、中医薬膳茶師、日本中医食

養学会会員、味噌ソムリエ、発酵ジュースインストラクター 

中国の古い文献の中に『母親調薬膳、恩情篤蜜』という記述があります。これ

は(母親の作る薬膳は、慈しみに溢れ心の篭ったものである）という意味だそう。

それだけ、食事は人を癒す力がある物です。リラックスして楽しく食べられる

「おうちごはん」。疲れて帰って来た家族や、自分の体の為に、簡単に作れるお

料理を！をコンセプトに活動中。 

中医学情報サイト「COCOKARA」に薬膳レシピ連載中 

料理教室 ドードーの空キッチン 主幹 

料理レシピ開発・執筆 

出張講師 

 

 



コラム５３ページ 

 

JAA オンラインショップのご紹介 

 

アロマのある暮らし 

JAA ショップは、会員の皆さまのためのオンラインショップです。精油はもち

ろん、セラピーや学習に必要な教材資材、サロングッズなどを JAA スタッフが、

会員価格にて販売しています。 

 

厳選アイテム 

 

JAA オリジナルブレンド精油 PROTECT 

JAA 主任講師の楢林佳津美先生オリジナルレシピによるブレンド精油 

「PROTECT」 初夏のエッセンスが詰まったフレッシュな香りと共に、抗ウイ

ルス& 抗菌作用に優れたプレンド精油です。「アロマを愛する JAA の皆さまの

健康をお祈りして」という先生からのメッセージと共にお届けします。 

FROTECT は、通常の精油と同じように使えます。 

楢林先生おすすめ使用法  

芳香(拡散)、ウォッカに入れて用い る手の消毒の代用、ノドスプレー。  

使用精油 ティーツリー、ラヴィンサラ、ユーカ リラジアタ、パーミント、レ

モン  

内容量 ５ml 

定価 2,800 円 (税込) 

 

アロマで免疫力アップ 

ウイルス感染の予防のカギを譲る免疫力、食事や運動などいろいろな方法があ

るなかでも、今注目されているのが香りの効果。芳香はもちろん入浴やセルフ

トリートメントなど、普段の生活の中でアロマセラピーを取り入れることで、

免疫力をアップさせることがでます。 

JAA スタッフのおすすめは、ユーカリ、ラベンダー、ティーツリー、ローズマ

リー、ユーカリレモンなど。 JAA ショップではレアブランドも含めた多くの精

油が会員価格で購入でます。また、好な香りをプラスしてオリジナルの入浴剤

が手軽に作れるバスオイルやバスソルトなどもご用意しています。 

 

JAA セレクトのオーガニック精油 

JAA ショップでは、数ある製品の中からオーガニック認証を受けた精油を JAA



スタッフがセレクト、個介しています。セラピストとしてデイリーに使用する

精油だからこそ、安全性と品質にはこだわりたいですよね。 現在取扱っている

オーガニック精油ブランドは PRANAROM、インラストリーズ、Dr.エバーハ

ルト、 NEAL'S YARD、ナイアード、PRIMAVERA, KENSO ほか。価格も 5ml

で 1300 円台からご用意しています。 

※一部の商品を会員価格で購入いただけます。 

 

オンライン用レッスン資材 

人気の精油 32 本セット(各１ｍｌスポイト 3 本付) 

イランイラン、オレンジ・スイート、カモミール・ジ ャーマン、カモミール・

ローマン、カルダモン、クラ リセージ、グレープフルーツ、サイプレス、サン

ダル ウッド、シダーウッド、ジャスミン、ジュニパー、 ゼラニウム、ティー

ツリー、ネロリ、パチュリー、ブラックペッパー、フランキンセンス、ペパー

ミント、ペ ルガモット、ベンゾイン、マージョラム、ミルラ、メリッサヤロウ、

ユーカリ・グロブルス、ラベンダー、 レモン、レモングラス、ローズオットー、

ローズ・ アプソリュート、ローズマリー・シネオール 

 ※アロマコーディネーター用セット。 

 

チャイルドケアウエブ講座 

自宅で PC やスマホを使って学べるチャイルドケアは、こんな方におすすめです。 

・出産に向けて、育児の情報・知識を勉強したい方 

・家庭教育について深く学んでみたい方 

・子育てに自然な付を利用したいとお考えの方 

・自身や家族の健康管理を家庭の中で取りみたい方 

・育児休暇中に資格取得をしておきたい方 

・子どもを対象にした仕事を希望している方 

・セミナー講師としてフリーランス活動を検討している方 

・子育てカウンセラーとして地域社会貢献をお考えの方 

子どもの将来と健康を真剣に考えたい方、取り組みを行いたい方はぜひ、受講

されてみてください。今なら会員特別価格 44000 円で学べます。 

 

ICA のピンククレイ 

ICA のピンククレイは、ホワイトクレイとレッドクレイをプレンドした肌にふ

んわりやさしいフランス産のヒーリングクレイです。敏感肌やはじめてクレイ

を試される方に最適です。 

ICA おすすめ使用法 



フェイシャルやボディのバック、入浴、赤ちゃんの沐浴、まぶたなど皮膚の薄

い箇所への湿布、ミネラルコスメの基材として。 

原産地 フランス産  

成分 カオリン、イライト、マイカ、炭酸カリシウム、シリカ 

定価 30 グラム 650 円、150 グラム 3160 円、400 グラム 5520 円、1200 グラ

ム 11700 円 ※すべて税別 

 

ログイン方法 

会員の皆さまは ID、パスワード共に、認定証に記載の会員番号にて初期設定が

されていますので、新規登録の必要はありません。会員番号にてログイン後、

パスワードのみ変更が可能です。 

会員での購入のほか、購入金額 100 円につき、1 ポイントが付与されます。 

 


