
 

(第１号報告) 

 平成２９年度 事業報告書 

 

Ⅰ．概況報告 

 

平成２９年度は、アロマテラピーの魅力をさらに高めるとともに、アロマ環境並びにアロマ

テラピーの普及・発展のため、アロマテラピー検定広報活動の強化や、専科資格制度の本格始

動、また、新資格の検討をはじめ、会員サービスの充実、学術情報の収集・発信、協会認知度

向上のための事業を着実に実施いたしました。 

その中でも、環境カオリスタ検定はＷＥＢ試験化により、受験者の利便性の向上を図りまし

た。そして、より専門性の高い情報提供とアロマテラピーの魅力の発信・強化のため、機関誌

『ＡＥＡＪ』をリニューアルし、アロマテラピーの有用性を明らかにしていくため、「アロマサ

イエンス研究所」を立ち上げ、研究・発信を加速させました。 

また、新検定の検討を本格化させ、多角的な視点から検討を重ねました。 

以下、平成２９年度の事業活動の概況につき、ご報告申し上げます。 

 

（１）環境保全、とりわけアロマ環境の保全・創出に寄与する取り組み 

環境カオリスタ検定のＷＥＢ試験化及び「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催、

「火の国」「水の国」ともいわれ、自然・歴史・文化が色濃く根付いている「熊本」をテー

マとしたＡＥＡＪイメージフレグランスコンテストの実施など環境への取り組みのほか、全

国の小中学校および高等学校において香育活動を実施しました。 

 

（２）アロマテラピーの魅力を更に高めるとともに普及啓発活動の一層の推進 

アロマテラピー検定及び各種資格認定事業の実施、認定スクール制度の運営、各種セミナ

ーの開催、「アロマの日」をはじめとする一般向けのアロマテラピー啓発活動として、東京・

大阪でアロマフェアを開催するなど、アロマテラピーの普及促進と専門人材の育成に係る事

業を実施しました。 

また、学術研究事業においては、植物の持つチカラが、私たちの心や身体にどのように作

用するのか、研究・調査によってその有用性を明らかにするとともにさらに多くの方にアロ

マテラピーの魅力を伝えていくため、アロマサイエンス研究所を立ち上げました。 

 

（３）会員サービスの充実 

アロマテラピー保険、香育活動支援、ボランティア活動支援のさらなる充実を図るととも

に、ＡＥＡＪ動画配信サービスの充実や、資格者のスキルアップのためのフォローアップセ

ミナー、アロマハンドトリートメント練習会を実施しました。 

また、より専門性の高い情報提供とアロマテラピーの魅力の発信強化のため、機関誌『ＡＥ

ＡＪ』のリニューアルを行いました。 

さらに、各地のハーブガーデンや植物園の入場料割引、アロマ関連専門書籍の割引など、

会員特典の充実に努め、「会員サービスガイド」をリニューアルいたしました。 

 

（４）協会ＰＲ広報活動の積極推進 

アロマ環境及びアロマテラピーの普及に係る公益社団法人として、適切な情報を発信して



 

いくこととし、協会の認知度向上もあわせＰＲ広報活動を一段と強化しました。 

アロマテラピー検定の広告プロモーション施策として、アロマ大学ワークショップイベント

を開催したほか、プレスリリースの配信など、パブリシティ活動にも注力し、新聞、ＷＥＢな

どのメディアで数多くの記事露出にもつながりました。 

また、上位資格広報特設サイト「アロマの現場」のインタビュー掲載、「アロマ大学」、 

「香育の日」など各種キャンペーンでの特設サイトの開設、公式ＳＮＳの運営など、ＷＥＢ広

報の強化推進を図りました。 

 

続きまして、事業領域別に個々の事業活動につき、ご報告申し上げます。 

 

Ⅱ．事業活動 

 

１．環境事業の推進 

 

（１）環境カオリスタ関連事業 

① 環境カオリスタ検定の実施・運営 

 平成２９年度受験者数：８９３名 

 

②「環境カオリスタ公式 facebook」、「環境カオリスタ公式 Instagram」の管理・運営 

 

③ 環境カオリスタ検定公式テキスト（平成３０年２月改訂版）の発行・発売 

 

④ 環境カオリスタ検定ＷＥＢ試験開始（平成３０年１月） 

  受験者の利便性を考慮し、平成３０年１月より環境カオリスタ検定のＷＥＢ試験を開始 

 

（２）環境イベントの開催 

① 第１２回「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催 

主 催：環境省 

共 催：（公社）日本アロマ環境協会、（公社）におい・かおり環境協会、 

（一社）日本植木協会 

内 容：まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、良好なかおり環境を創出し

ようとする地域の取り組みを支援することを目的として、「みどり香るまちづ

くり」企画コンテストに参画。 

受賞企画：１８件の応募があり、環境大臣賞の「香って食べて元気を育む七ヶ浜ファー

ムガーデン」、日本アロマ環境協会賞の「合楽 “香気圧広場”づくり」など

９点の受賞企画が決定。 

表彰式：平成３０年３月１６日（金）日比谷コンベンションホール（東京都千代田区）に

おいて、表彰式を実施。 

 

② 「ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０１７」の企画・運営 

主 催：（公社）日本アロマ環境協会 

後 援：環境省、熊本県、熊本日日新聞社 

内 容：「熊本」をイメージしたナチュラルフレグランスを募集。 



 

受賞作品：２７９点の応募があり、環境大臣賞の「花鳥風月 銀杏城」など５点の入賞作

品の他、１５点の佳作が決定。 

表彰式：平成３０年２月２５日（日）第２０回会員のつどいアロマフェスタ２０１８（東

京国際フォーラム（東京都千代田区））において、表彰式を実施。 

 

③ 「第６回いきものにぎわい企業活動コンテスト」の実施 

   主 催：いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 

   ＜構成団体＞（公社）日本アロマ環境協会、（公社）国土緑化推進機構、 

（公財）水と緑の惑星保全機構、地球環境行動会議（ＧＥＡ） 

   後 援：環境省、農林水産省 

   内 容：日本の企業等による生物多様性の保全や持続的な利用等の実践活動を募集し、

優れた取り組みを顕彰するもので、７１件の応募の中から、環境大臣賞、農林

水産大臣賞など１０件の受賞活動が選ばれた。 

   表彰式：平成３０年１月２４日（水）日比谷コンベンションホール（東京都千代田区）

において、表彰式を実施。 

 

④ 「エコライフ・フェア２０１７」ワークショップへの出展 

開催日：平成２９年６月３日（土）・４日（日） 

 会 場：代々木公園（東京都渋谷区） 

 内 容：「香りを楽しむ夏のアロマスプレー作り」 

   参加者：９０名 

 

⑤ 「ふれ愛まつりだ！芝地区」への出展 

開催日：平成２９年６月１０日（土） 

 会 場：港区立芝公園（東京都港区） 

 内 容：・ウッドチップサシェ作り 

・各種協会広報物展示 

   参加者：２６２名 

 

⑥ 「ふなばし三番瀬環境学習館オープニングイベント」への出展 

開催日：平成２９年７月１日（土）・２日（日） 

 会 場：ふなばし環境学習館（千葉県船橋市） 

 内 容：・ウッドチップサシェ作り 

・各種協会広報物展示 

  参加者：３５１名 

 

 ⑦ 「子ども霞が関見学デーｉｎ環境省」への出展 

   開催日：平成２９年８月２日（水）・３日（木） 

   会 場：環境省 

   内 容：・植物の香り体験コーナー（常設） 

・「香育講座 アロマテラピーを体験してみよう！」 

   参加者：５２名 

 



 

⑧ 「『福島のくらしと自然を味わい・楽しむ』ＰＲイベント」への出展 

開催日：平成２９年１１月１１日（土）・１２日（日） 

   会 場：新宿御苑（東京都新宿区） 

   内 容：・会津の香りプレゼント  

・「福島をイメージしたアロマスプレー作り」 

   参加者：４２８名 

 

⑨ 「環境シンポジウム」講演 

   開催日：平成３０年３月１９日（月） 

   会 場：神奈川県立神奈川総合高等学校（神奈川県横浜市） 

   講 演：アロマを通して知る地域環境とのつながり 

   参加者：７０名 

 

⑩ 北海道下川町との連携 

   友好・交流協定を結んでいる北海道下川町との連携を引き続き推進した。ＡＥＡＪイベ 

ントでの下川町の紹介展示を実施。 

 

（３）香育普及の推進 

① 会員のＡＥＡＪ学校香育サポート制度の運営 

 平成２９年度実績： 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：２９回（複数回支援校含む） 

 

② 香育用教材の作成・配布 

 香育テキスト「かおりのはなし」の会員向け無料配布 

 副教材「香りのうちわ」、「香りプレート」の各種イベントでの活用 

 

③ ５月１９日「香育の日」記念キャンペーンの実施 

 平成２９年４月２１日（金）から５月３１日（水）の期間に「香育の日」特設サイトを

開設し広報活動を展開するとともに、ＡＥＡＪ認定スクール協賛によるキャンペーンイ

ベントを全国で実施。 

 ＡＥＡＪ認定スクール主催「親子で香育体験」イベントの実施 

・全国９３校の認定スクールが参加 

 

（４）ボランティア活動支援事業 

① ボランティア活動支援制度の運営（実施費用の助成など） 

 平成２９年度適用実績：２３件 

 

② ボランティア勉強会の企画・実施 

 下記５都市でボランティア勉強会を開催 

  ・東 京：平成２９年 ５月２０日（土） 参加者 ２４名 

・宇都宮：平成２９年 ６月 ４日（日） 参加者 ２０名 

・山 形：平成２９年 ８月２０日（日） 参加者 ３０名 

・大 阪：平成２９年１０月 １日（日） 参加者 ５１名 



 

・長 崎：平成２９年１１月１８日（土） 参加者 ２０名 

・東 京：平成３０年 １月２８日（日） 参加者１２２名 

内 容：ボランティアについて、活動事例紹介、香りのクラフト作り、アロマハンド 

トリートメント講習、参加者交流会 

 

２．学術研究事業の推進  

 

① 協会研究事業の企画・実施 

 平成２９年度協会研究事業として以下の研究を実施（５件） 

・協会研究「精油の香りを纏うライフスタイルが女子大学生の魅力に与える影響」を 

実施し、結果の一部をプレスリリースおよびプレス発表会にて発表 

研究結果は「アロマテラピー学雑誌」に投稿 

・協会研究「アロマの蚊に対する忌避作用」を実施し、結果をプレスリリースにて発表 

・協会研究「アロマのゴキブリに対する忌避作用」を実施し、結果をプレスリリースにて

発表 

・協会研究「屋内塵性ダニに対する忌避試験」を実施 

  

② 研究費助成制度の運営 

  平成２９年度の研究費助成審査（平成３０年度助成分） 

  ・申請８件、採択決定２件 

 

③ 「アロマテラピー学雑誌」の編集発行 

・第１８巻 第１号、第２号をＪ－ＳＴＡＧＥにて公開 

 

④ 学術、知見の調査収集及び発信 

文献調査部会を設置し、アロマテラピー研究論文の調査収集活動を実施。 

有益な学術論文・データは、ＡＥＡＪ公式サイト「アロマサイエンス研究所」や機関誌

『ＡＥＡＪ』「アロマ最新研究」「精油図鑑」に掲載し情報発信を実施。 

アロマテラピーの科学的根拠をまとめたパンフレット「アロマサイエンスレポート」を

作成し、会員向け無料配布を行った。 

 

⑤ 「ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油」制度の運営 

 平成２９年度認定実績：新規７ブランド 

 

⑥ 学術及び精油に関する勉強会の実施 

   開催日：東京：平成２９年７月１３日（木） 

       大阪：平成２９年７月１９日（水） 

   会 場：東京：ＡＥＡＪ事務局（東京都中央区） 

       大阪：ＯＭＭ天満橋 ２０１会議室（大阪府大阪市） 

 テーマ：ここまでわかってきたアロマのエビデンスとその活用法 

       講演①：最新エビデンスの解説 

ＡＥＡＪ常任理事、学術・精油委員会委員長 熊谷 千津 

  



 

 講演②：「アロマサイエンスレポート」の使い方 

ＡＥＡＪ事務局 教育推進部長 土屋 浩志 

 参加者：法人正会員関係者 ４４社 ６３名 

 

３．広報事業の推進 

 

① 協会及び協会活動のＰＲ広報の企画・推進 

パブリシティ活動の一環として、プレスリリースの配信（年間１３件）及びプレス発表会

を実施し、各種メディアへの記事露出(年間約６８０件)を獲得。 

＜内容＞  

  ・アロマテラピーに関する学術研究情報 

  ・アロマテラピー活用法に関する提案及び安全な使用方法に関する啓発 

  ・各種協会イベント、キャンペーンなどの告知 

       

② 協会のコーポレートアイデンティティ及びコーポレートブランディングに係る企画・推進 

  各種パンフレットなどの広報ツールの制作 

 ＡＥＡＪビジュアル・アイデンティティのコントロール 

 ＡＥＡＪストックフォトの管理運用 

 

③ 機関誌『ＡＥＡＪ』の編集・発行 

より専門性の高い情報提供とアロマテラピーの魅力の発信強化のため、掲載内容を見直

すとともに、ビジュアルの強化を図るためリニューアルし、年間４号を発行 (第８４号～

第８７号) 

 会員専用のデジタル版を発行 

 会員専用のダウンロードコンテンツ展開 

 

④ ＡＥＡＪ公式サイト上でのＷＥＢ広報の強化推進 

「アロマ大学」特設サイト、アロマテラピー検定特設サイトの開設を含め、ＡＥＡＪ公

式サイト上での広報活動を強化。 

ＡＥＡＪ公式ＳＮＳの運営 

 

⑤ メール配信サービスの実施 

ＡＥＡＪメールマガジンの配信 （イベント情報、資格情報、アロマ情報など計１２回） 

 

⑥ アロマテラピー検定の広告宣伝の企画・実施 

アロマテラピー検定ＰＲプロモーション施策の企画・実施 

 ・特設サイトの企画・制作 

 ・各種キャンペーンの企画・実施 

・店頭ポスター、チラシなど各種広報ツールの企画・制作  

 ・交通広告（公共交通機関の車内広告等）・雑誌広告・ＷＥＢ広告 

 

⑦ 上位資格のＰＲ広報活動の企画・実施 

 特設サイト「アロマの現場」インタビュー公開（年間１３本掲載） 



 

広報ツール「ＡＥＡＪ認定アロマテラピーアドバイザー」「ＡＥＡＪ認定アロマブレン

ドデザイナー」「ＡＥＡＪ認定アロマハンドセラピスト」「アロマテラピーステップアッ

プガイド」の制作・配布 

 

⑧ 会員特典及び活動サポート制度に関する情報の周知強化のための広報ツールの制作 

  「会員サービスガイド」の制作（リニューアル） 

  ＡＥＡＪ公式サイト内「会員優遇サービス提供店」の更新 

  

４．資格教育事業の推進 

 

（１）資格制度 

① アロマテラピー検定１級・２級の試験実施及び資格認定 

  第３６回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：平成２９年５月 1４日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１２，７５３件（１級・２級合計） 

 

 第３７回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

実施日：平成２９年１１月５日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１２，７２７件（１級・２級合計） 

 

② アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施及び資格認定 

 第３６回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

実施日：平成２９年８月６日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：８３２名 

 

 第３７回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

実施日：平成３０年２月１１日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：８１８名 

 

アロマテラピーアドバイザー履修証明書申請及び資格認定 

平成２９年度（４、７、１０、１月期）申請者数 ２，２６７名 

 

③ アロマテラピーインストラクター資格試験の実施及び資格認定 

 第４０回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：平成２９年９月２４日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：７３７名 

 

 



 

 第４１回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：平成３０年３月２５日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：６４０名 

 

④ アロマセラピスト学科試験・実技試験・カルテ審査の実施及び資格認定 

 第３６回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成２９年５月２８日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：３８７名 

 

 第３７回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成２９年１１月２６日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：４１２名 

 

⑤ その他資格制度に関する事項の企画・推進 

   アロマテラピーの魅力をより広く伝えるため、アロマテラピー検定公式テキストの改訂

作業を行った。 

 

（２）認定スクール制度 

① 認定スクール申請の審査及び認定の実施 

 第３５期認定の実施（平成２９年 ４月受付） 

 第３６期認定の実施（平成２９年１０月受付） 

 

（３）資格制度・認定スクール制度の推進 

① 「トリートメント実技試験」登録試験官講習会の実施 

第７回 大阪 平成２９年 ６月９日（金）、東京 平成２９年６月２３日（金） 

 

（４）資格者支援のための企画・実施 

 ① 動画配信サービス 「アロマチャンネル」 

平成２９年度公開動画：６９本、利用者数：約７,５５０名 

新規公開番組 

・アロマテラピーシンポジウム   ３本 

・地区イベントアロマセミナー   ２本 

・専門セミナー          ２本 

・フォローアップセミナー     １本 

・法人正会員向けセミナー     １本 

・アロマフェスタ２０１７レポート  １本 

・アロマクラフトレシピ動画など 

 

 

 



 

② 資格者支援フォローアップセミナー 

 第１５回フォローアップセミナー 

テーマ：楽しくスキルアップ！アロマハンドトリートメント実習 

講師：ケイ 武居氏（ＡＥＡＪ理事） 

実施日：平成２９年７月２９日（土） 

実施都市：東京 

参加者数：１２１名 

 

 第１６回フォローアップセミナー 

テーマ：楽しくスキルアップ！アロマハンドトリートメント実習 

講師：ケイ 武居氏（ＡＥＡＪ理事） 

実施日：平成２９年１０月２８日（土） 

実施都市：名古屋 

参加者数：１００名 

 

 第１７回フォローアップセミナー 

テーマ：イングリッシュガーデナーから楽しく学ぶ！アロマ植物学の魅力  

講師：舘林 正也氏（花咲園芸総研 代表、ガーデンデザイナー、樹木医）  

実施日：平成２９年１１月１８日（土） 

実施都市：大阪 

参加者数：６３名 

 

③ 試験的に実施したフォローアップ 

テーマ：アロマハンドトリートメント練習会＠ＡＥＡＪ事務局（１回目） 

講師：深尾 仁美氏、松島 葉子氏（ＡＥＡＪ認定アロマセラピスト） 

実施日：平成２９年９月１５日（金） 

実施都市：東京 

参加者数：２８名 

 

テーマ：アロマハンドトリートメント練習会＠ＡＥＡＪ事務局（２回目） 

講師：末次 恵子氏、菅沼 亜紀子氏（ＡＥＡＪ認定アロマセラピスト） 

実施日：平成３０年１月１９日（金） 

実施都市：東京 

参加者数：２６名 

 

（５）新規資格制度の推進 

① 専科資格の認定 

・ アロマブレンドデザイナー認定者数 

第３期（４月期申請）   ：２８４名 

第４期（７月期申請）   ：２６２名 

第５期（１０月期申請） ：２２５名 

第６期（１月期申請）   ：１７０名 

 



 

・ アロマハンドセラピスト認定者数 

    第３期（４月期申請）   ：８５９名 

第４期（７月期申請）   ：６１４名 

第５期（１０月期申請） ：７５５名 

第６期（１月期申請）   ：４６２名 

② 新検定 

・ 国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とした新検定の検討・準備を進めた。 

 

５．催事の企画運営など 

（１）一般向け企画 

① アロマ大学ワークショップイベントの企画・実施 

 開催日：平成３０年２月１７日（土） 

 会 場：スパイラルホール （東京都港区） 

 内 容：下記６講座を実施 

・ポジティブマインド学科 「どんなときも笑顔でいられるアロマの魔法」   

講師：ソニン氏（女優･歌手） 

・旅学科  「旅とアロマでエネルギーチャージ」  

講師：田中 里奈氏（ファッションモデル） 

・アロマフレグランス学科 「自分らしく輝く、アロマフレグランスの魅力」  

講師：石坂 将氏（フレグランスプロデューサー） 

・ミュージック学科  「音階と香階、音楽と香りの不思議な世界」   

講師：小林 奈那子氏（チェロ奏者） 

・ヨガ学科 「ココロとカラダを解き放つ、アロマヨガのすすめ」  

講師：田島 絵里香氏（ヨガインストラクター） 

・美脚学科 「憧れ美脚を叶えるアロマフットケア」  

講師：島田 ひろみ氏（ウォーキングスタイリスト） 

参加者数：７２７名 

 

② 「アロマフェア２０１７」の企画・実施 

 期 間：平成２９年１１月２日（木）～１１月８日（水）「アロマフェア２０１７ ｉｎ 

松屋銀座」 

平成２９年１２月２０日（水）～１２月２６日（火）「アロマフェア２０１７  

ｉｎ あべのハルカス近鉄本店」 

 会 場：松屋銀座８階 イベントスクエア、 

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階 催会場 

 主 催：（株）松屋、（株）近鉄百貨店 

 内 容： 

・アロマ関連商品・書籍の販売（出店企業：松屋銀座２２社、あべのハルカス１３社） 

・アロマテラピーセミナー（松屋銀座３９講座、あべのハルカス１６講座） 

・アロマトリートメントコーナー（あべのハルカス近鉄本店のみ） 

・「ベルばらフォトスポット」展示・「ベルばらアロマカード」配布（松屋銀座のみ） 

 

 



 

（２）会員向け企画 

① 「第２４回専門セミナー」の実施 

 開催日：東京 平成２９年９月 ３日（日） 

      大阪 平成２９年９月１０日（日） 

 会 場：東京 よみうりホール（東京都千代田区） 

大阪 大阪国際会議場 イベントホールＡＢＣ（大阪府大阪市） 

 テーマ：「和の植物とその香りの魅力に迫る」 

講演①：「芳香資源植物としての柑橘の特性と利用」 

沢村 正義氏（高知大学名誉教授、農学博士） 

講演②：「ヒトの健康と社会の健康をめざして ～国産精油の開発と可能性～」 

林 眞一郎氏（薬剤師、臨床検査技師、グリーンフラスコ代表取締役） 

参加者：東京２００名、大阪１３８名 

 

② 「第２０回会員のつどい アロマフェスタ２０１８」の開催 

 開催日：東京：平成３０年２月２５日（日） 

大阪：平成３０年３月１８日（日） 

 会 場：東京：東京国際フォーラム ホールＥ（東京都千代田区） 

大阪：ＯＭＭ Ａ・Ｂ・Ｃホール（大阪府大阪市） 

   セミナー参加者：東京７４１名、大阪３８３名 

 内 容： 

＜セミナー会場＞ 

・東京・大阪セミナー１： 

「抗菌アロマテラピーで、美と健康を求める」 

講師：安部 茂氏（帝京大学医真菌研究センター所長、抗菌アロマテラピー 

研究会代表） 

・東京セミナー２： 

「香りで彩る、幸せな呼吸～禅とマインドフルネスでつくる健やかなこころ～」 

講師：川野 泰周氏（臨済宗建長寺派林香寺住職、精神保健指定医、日本 

精神神経学会認定専門医、産業医） 

・大阪セミナー２： 

「世界最高峰のパティシエが語る、アロマティックスイーツの世界」 

講師：德永 純司氏（ホテルインターコンチネンタル東京ベイ  

エグゼクティブ シェフパティシエ） 

・参加者ノベルティ（オリジナルフレーバーウォーター、スイーツ）配布 

・ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０１７（熊本）表彰式 

（東京会場のみ） 

＜セール会場＞ 

・会員感謝セール（出店法人：東京５１社、大阪３１社） 

・アロマハンドトリートメント体験 

・法人正会員によるワークショップ 

   ・来場者（セール会場のみ）：東京１,６４８名、大阪７７５名 

 

 



 

③ 地区イベント「アロマセミナー２０１７」の開催 

今回はセミナーの他、札幌・新潟・金沢・松山・広島・福岡の６都市ではアロマハンドト

リートメント体験、仙台・名古屋・鹿児島・沖縄の４都市ではアロマハンドトリートメン

ト練習会を実施。 

 

札幌：平成２９年１０月２８日（土）北海道自治労会館（参加者：７６名） 

・セミナー①「香りを楽しむスパイス＆ハーブ料理」 

講師：遠藤 由美氏（エスビー食品（株）スパイス＆ハーブマスター） 

・セミナー②「ホリスティック・メンタルヘルス」 

講師：降矢 英成氏（赤坂溜池クリニック院長、日本心身医学会専門医、 

日本ホリスティック医学協会会長） 

仙台：平成３０年３月４日（日）ハーネル仙台 （参加者：１３１名） 

・セミナー①「「北海道ガーデン」環境を生かした庭づくり」 

講師：上野 砂由紀氏（上野ファームガーデナー兼ガーデンデザイナー） 

・セミナー②「植物の力で血管を整える～美容と健康に役立つ「Ｔｉｅ２（タイツ―）」 

とは～」 

講師：増田 美加氏（女性医療ジャーナリスト、ＮＰＯ法人みんなの漢方 

理事長） 

新潟：平成２９年５月２７日（土） 朱鷺メッセ （参加者：５６名） 

・セミナー①「芳香蒸留水～水が香ることの不思議～」 

講師：長島 司氏（ハーブ＆アロマコンサルタント） 

・セミナー②「四季と月のサイクルにあわせて美しくなるトリートメント」 

講師：栗山 貴美子氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・ 

アロマセラピスト、Ｓａｌｏｎ Ｂｌｕｅｌａｃｅを主宰） 

金沢：平成２９年６月１０日（土）金沢勤労者プラザ （参加者：４５名） 

・セミナー①「実例から学ぶ「アスリートへのアロマセラピストとしての取り組み」」 

講師：下川路 さやか氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・ 

アロマセラピスト、キャラアロマテラピースクール講師） 

・セミナー②「ビューティアロマ呼吸法＆ストレッチ」 

講師：栗原 冬子氏（ＡＥＡＪ理事、ＡＥＡＪ認定アロマテラピーイン

ストラクター、（株）Ｂｏｎ２２代表取締役） 

名古屋：平成３０年２月３日（土）ＴＫＰ名古屋栄カンファレンスセンター 

（参加者：１７３名） 

・セミナー①「食べる・飲む・癒す・・・。雑草の力で自分らしい暮らし」 

講師：かわしま ようこ氏（作家、ヒプノセラピスト、自然療法案内人） 

・セミナー②「香りの薬効とその秘密」 

講師：山本 芳邦氏（ＡＥＡＪ理事 、山本香料（株）代表取締役社長、 

薬学博士） 

広島：平成２９年１０月７日（土）広島健康福祉センター （参加者：７５名） 

・セミナー①「女性のライフステージにそった心身両面のセルフケア」 

講師：橋口 玲子氏（緑蔭診療所医師、医学博士） 

・セミナー②「芳香蒸留水～水が香ることの不思議～」 

講師：長島 司氏（ハーブ＆アロマコンサルタント） 



 

松山：平成２９年６月２５日（日）ひめぎんホール （参加者：７１名） 

・セミナー①「日本の香について～薫物調香師とその香り」  

講師：鳥毛 逸平氏（（株）日本香堂 取締役Ｒ＆Ｄ事業本部長） 

・セミナー②「高齢者施設で行うアロマハンドトリートメントの実際」 

講師：藤井 京子氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター・ 

アロマセラピスト、素的生活倶楽部アロマテラピースクール校長） 

福岡：平成２９年７月２２日（土）福岡県中小企業振興センター（参加者：１０２名） 

・セミナー①「香りを楽しむスパイス＆ハーブ料理」  

講師：遠藤 由美氏（エスビー食品（株）スパイス＆ハーブマスター） 

・セミナー②「日本産のアロマの成分と可能性」 

講師：稲本 正氏（正プラス(株)代表取締役 、オークヴィレッジ会長） 

鹿児島：平成２９年１２月３日（日）ＮＣサンプラザ（参加者：９３名） 

・セミナー①「自然治癒力を高める呼吸・睡眠法！～すぐできる簡単セルフケア～」  

講師：橋本 和也氏（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター、

和奏漢方堂院長） 

・セミナー②「臨床ホリスティックアロマテラピーの工夫と実践」 

講師：松尾 祥子氏（ＡＥＡＪ環境委員・ＡＥＡＪ認定アロマテラピーイン 

ストラクター・アロマセラピスト、臨床心理士） 

沖縄：平成２９年１１月１１日（土）沖縄県青年会館（参加者：３２名） 

・セミナー①「『源氏物語』と今をつなぐ暮らしの香り」  

講師：小泉 祐貴子氏（（株）セントスケープ・デザインスタジオ代表

取締役、香り風景デザイナー、学術博士（環境デザイン分野）） 

・セミナー②「実践！ スローエイジング「今すぐ始められる７つの生活習慣」」 

講師：島上 和則氏（ＡＥＡＪ理事・ＡＥＡＪ認定アロマテラピープロ

フェッショナル、美と健康生活の研究所代表、（株）カネボウ化粧品美

容研究所顧問、農学博士） 

 

（３）公共施設からの依頼事業企画 

 ① 「青葉の森公園 ＧＷイベント２０１７」への出展 

   開催日：平成２９年５月３日（水・祝） 

   会 場：千葉県立青葉の森公園（千葉県千葉市） 

   主 催：千葉県立青葉の森公園指定管理者（一財）千葉県まちづくり公社 

   内 容：香りのミステリーツアー、香りサシェ作り、アロマハンドトリートメント体験 

   参加者：３７５名 

 

 ② 「中央区まるごとミュージアム２０１７」への出展 

   開催日：平成２９年１０月２９日（日） 

   会 場：東京都中央区全域 

   主 催：中央区、中央区文化･国際交流振興協会 

   内 容：ＮＰＯ法人 はな街道と共同でハーブ種の配布やアロマハンドトリートメント 

体験とウッドチップサシェ作りを実施 

   参加者：３２５名 

 



 

 ③ 「滝野アロマ塾」の実施 

開催日：平成２９年５月５日（金・祝）～平成２９年１１月３日（金・祝）全１１回 

   会 場：国営滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市） 

   共 催：（一財）公園財団 滝野管理センター 

   内 容：アロマテラピーやハーブの基礎講座やアロマクラフト作り講座など 

   参加者：１６６名 

 

６．震災復興支援プロジェクトの推進 

 

① 協会主催によるアロマテラピーボランティア活動の実施 

 活動内容：会員からボランティアを募り、現地にて、アロマハンドトリートメント、 

香りの折り紙、ハーブティーの提供などのボランティア活動を実施。 

 活動実績：計２回、カッコ内は参加会員数 

・平成２９年１０月２１日（土）、２２日（日） 

福島県いわき市復興支援住宅他３カ所（６名） 

・平成２９年１１月１９日（日） 

熊本県益城町馬水東道仮設団地（３名） 

 

② 会員による復興アロマテラピーボランティア活動の支援 

 会員のアロマテラピーボランティア活動支援制度を設けて材料費、交通費の助成を実施。 

平成２９年度適用実績：３３件 

   

７．試験問題関係 

 

① アロマテラピー検定、アロマテラピーインストラクター資格試験、アロマセラピスト学

科試験の試験問題の作成・採点・管理 

 

８．その他 

 

① アロマテラピー賠償責任補償制度の運営 

 個人正会員を対象に、アロマテラピー活動中に生じた他人に対する事故からＰＬ事故まで

をカバーするＡＥＡＪ独自の賠償責任補償制度を運営。（入会・更新時に自動加入） 

 

② 求人情報メール配信サービス及び求人情報のＷＥＢ掲載 

 有資格者支援サービスの一環として、各資格取得者をお探しの企業・団体などから寄せ

られた求人情報のＡＥＡＪ公式サイトへの掲載、メール配信サービスを実施。 

平成２９年度公式サイト掲載実績：２８０件  

平成２９年度メール配信実績：２６１件   のべ３０４，０８６名に配信 

 

③ AEAJ Annual Party 2018（旧：賀詞交歓会）の開催 

 開催日：平成３０年１月２２日（月） 

 会 場：パレスホテル東京（東京都千代田区） 

 参加者：協会関係者、環境省関係者、招待者 合計１５３名 



 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．平成２９年度（第６回）定時総会 

 日 時：平成２９年６月１８日（日）１３：３０～１４：２９ 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 

 出席数：社員総数２９３名中２１７名出席 

（うち書面表決１８４名、委任出席１名、会場出席３２名) 

２．理事会（６回） 

  ・第１回臨時理事会 ：平成２９年 ５月２２日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：平成２９年 ６月１８日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：平成２９年 ９月 ４日（月） 

  ・第３回定例理事会 ：平成２９年１２月 ４日（月） 

・第２回臨時理事会 ：平成３０年 ２月１９日（月） 

  ・第４回定例理事会 ：平成３０年 ３月１２日（月） 

 

３．委員会 

・ 基本戦略委員会： 梶原 建二 委員長 （開催回数：５回） 

・ 総務委員会： 加藤 正男 委員長  （開催回数：２回） 

・ 環境委員会： 藤田 成吉 委員長  （開催回数：１回） 

・ 学術・精油委員会： 熊谷 千津 委員長  （開催回数：３回） 

・ 企画広報委員会： 井口 明 委員長  （開催回数：２回） 

・ 資格教育委員会： 塚田 弘行 委員長  （開催回数：２回） 

・ 試験問題委員会： 加藤 正男 委員長 

 

Ⅳ．会員数・認定関係 （平成３０年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

 ① 個人正会員 ５５，１９３名  

（更新：５１，１０３名、更新率９１．５７％、新規：４，０９０名）  

  ② 法人正会員    ２８０社  

 （更新：２６７社、新規：１３社）  

  ③ 法人登録会員 １，８４８名  

 

２．各資格認定者数（累計） 

① アロマテラピー検定試験合格者数         ３８９，８７５名 

１級：２８２，４２２名、２級：１０７，４５３名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数     １２１，１００名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数    ３０，５１２名 

④ アロマセラピスト認定者数             １１，２２４名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数          ２,０４９名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数           ５,５３１名 

⑦ 環境カオリスタ検定合格者数         ３０，６６５名 

  



 

３．認定教室・認定校 

① アロマテラピーアドバイザー資格認定教室         ６２２教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室 ２２９教室 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校    １６９校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校  １６２校 

⑤ アロマセラピスト資格認定校         １４１校 

⑥ アロマブレンドデザイナー資格認定校       １２３校 

⑦ アロマハンドセラピスト資格認定校        １２６校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５７社 ７５ブランド 

 

５．協会イベントにおける有資格者の活動機会の創出実績 

協会イベントの協力スタッフ（クラフト作り、アロマハンドトリートメント他）として、 

２４８名の会員の方に参加していただきました。 


