西島かおる

1956（昭和 31）年 11 月 8 日生 大津市出身

住所：〒526-0059 滋賀県長浜市元浜町 22-5
Tel&Fax： 0749-63-0877
Email： info@orpl.jp
HP： http://www.orpl.jp/

1979.3 立命館大学文学部卒業
1985.12 内科胃腸科西島医院事務長（1993.5 閉院）
2004.5 アロマテラピーのお店おれんじぴーる開業
2013.5 NPO 法人リバティ・ウィメンズハウス・おりーぶ理事
資格：
普通自動車運転免許 高等学校教員免許、中学校教員免許
（公社）日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター
（日本アロマテラピー協会より 05 年 4 月に発展改組）
同協会アドバイザー認定教室「かおるの香りの教室」主宰
NPO 日本メディカルハーブ協会公認メディカルハーバルセラピスト
NPO 日本ハーブ振興協会「日本ハーブ検定認定スクール」主宰
草月流いけばな４級師範

履歴 学歴：
職歴：

【アロマテラピー歴】
1997 年 ＮＨＫ京都文化センター「アロマテラピー研究科」受講
1999 年 同センター ｢アロマティックカラーセラピー｣助手
日本アロマテラピー協会認定インストラクター資格取得
さわだ寝具（長浜市元浜町）にてアロマテラピー講座開講
2000 年 ＮＨＫ京都文化センター「アロマテラピー基礎講座」、
ビバシティ彦根カルチャープラザ｢同｣開講
日本アロマテラピー協会認定アドバイザー教室主宰、２コース開講
2003 年 ホリスティックケア総合学院｢アロマセラピストコース｣受講
日本アロマテラピー協会認定アロマセラピスト学科試験合格
2004 年 アロマテラピーのお店 おれんじぴーる開設
2005 年 びわこ文化センター「アロマテラピー」講師
2009.12 NPO 日本メディカルハーブ協会公認メディカルハーバルセラピスト取得
2011.1 NPO 日本ハーブ振興協会「日本ハーブ検定認定スクール」主宰
2015.8 NPO 日本メディカルハーブ協会認定教室主宰
【定期教室、カルチャー講師歴】
1999 年より
アドバイザー認定教室主宰 のべ 36 期連続、「基礎講座」実施
2000 年~2004 年 NHK 京都文化センター講師
2000 年より
ビバシティカルチャープラザ講師
2005 年より
びわこ文化センター講師
2006 年より
マタニティリゾート佐藤クリニック教室講師
2011 年より
JEUJIA 草津カルチャー講師
2015 年より
浅井文化ホール講師

【西島かおる 出張講座履歴】
1999 年 長浜東ロータリー卓話
長浜市立大谷保育園、北保育園職員研修会
2000 年 県市町村保健師連合会合同研修会
湖北町教育委員会｢女性学級｣
2001 年 住友生命長浜支社
竜王町保健センター｢介護者教室｣
伊吹町保健センター｢母と子のリフレッシュ教室｣
山東町小中学校養護教諭合同研修会
はーぶねす（八日市市）
、テラピス伊吹（伊吹町）検定対策講座（各全６回）
近江八幡市蒲生町竜王町健康推進委員会総会
能登川町地域婦人団体連合会総会
びわ町保健センター｢介護者教室｣２回
2002 年 能登川町ふれあいセンターあやめ「子育てママ研修」
びわ町教育委員会｢女性学級｣
能登川町保健センター｢介護者教室｣２回
近江八幡市公民館
2003 年 近江町保健センター｢介護者教室｣２回
びわ町保健センター｢介護者教室｣
能登川町ふれあいセンターあやめ「子育てママ研修」
余呉町教育委員会「エスポワール」学級
能登川町ＪＡ東
2004 年 西浅井町介護支援センター「介護者教室」（２回）
高月町社会福祉協議会、介護支援センター「介護者教室」
長浜日赤病院看護部研修会
虎姫町ライフアップセミナー
能登川町介護者の集い
長浜きもの大学
長浜市職員組合女性部会研修
長浜東ロータリー卓話
2005 年 長浜市ボランティア講座
西浅井町介護支援センター「介護者教室」
虎姫町教育委員会「GO!GO!とらひめキッズ」
長浜市健康推進委員研修会
旬彩の森｢西島かおるの快適アロマ教室｣
伊吹薬草の里文化センター薬草ガーデン講座
湖北町介護者の集い
虎姫町ライフアップセミナー
滋賀県看護協会第 6 地区支部懇親会
虎姫町ふれあいまつり
大阪ガス｢こだわりライフキャンペーン｣パネル監修、セミナー講師
黒壁美術館｢香水瓶展｣特別講座｢うつろう香り体験｣
同企画展オリジナルアロマ作成
伊吹近江婦人会合併記念総会
長浜きもの大学
2006 年 虎姫町子育て支援センター｢リフレッシュ講座｣
伊吹町高番婦人会
滋賀県理髪組合青年部女性部｢髪フェスタ｣
伊吹山中学校総合学習
高月町教育委員会「女性さわやか教室」
中主商工会主催「こなんあきんど塾」
湖北町社会福祉協議会 在宅介護者の集い
湖北町教育委員会生涯学習グループ「女性学級」

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

西浅井町子育てサークル「マミーズクラブ」
長浜市八幡東町婦人会
長浜市公民館事業「かえる講座講演会」
余呉町エスポワール学級
長浜きもの大学
長浜市職員組合幼保部
湖北町職員組合女性会
山東町東小学校 PTA 保健体育部研修会
コープしが びわ町委員会
県市町保健師協議会 長浜・木之本支部 研修会
虎姫町女性会総会
長浜市市職員女性会研修
国際ソロプチミスト長浜 チャリティバザー出店
虎姫町ライフアップセミナー
県障害者福祉センター 研修会
長浜きもの大学
余呉町女性生涯学習講座（３回シリーズ）
京都女子大文学部同窓会
長浜市理髪組合青年部研修
西上坂町婦人会
エクシブ琵琶湖 ランチ&アロマセラピー
中部大学聴講生セミナー
県立彦根西高校家庭科フードデザイン実習
西浅井町社会福祉協議会「介護者の集い」
大津市坂本診療所患者会
京都府立聾唖学校 職員研修会「職場の健康づくり」
長浜きもの大学
虎姫女性会
リファイン長浜
滋賀県歯科衛生士会総会
長浜市総務課「子育てママのごほうび講座」
米原市小田婦人会
国際ソロプチミスト長浜 チャリティバザー出店
長浜商工会女性部
県立彦根西高校「社会人講師招聘事業」
NHK 京都文化センター「ホリスティックアロマテラピー」
大阪ガスサービスショップナカジマ
コープしが高月町地区委員会
長浜市生涯学習講座「長浜学」佐々木薫さん講演会企画
彦愛犬地区商工会職員協議会研修会
伊吹薬草の里文化センター薬草ガーデン講座
長浜市小沢町婦人会
長浜市心のケアを考える会
長浜市びわ地域子育て支援センター「リフレッシュ講座」
彦根西高校教師研修会
伊吹薬草の里文化センター薬草ガーデン講座
訪問看護ステーション「リプル」
（株）ノーブレイク介護者セミナー
長浜市健康づくりフェスタ
のほほん教室
長浜市社会福祉協議会湖北支部 介護者セミナー
長浜市総務課「子育てママのごほうび講座」
虎姫公民館「ライフアップセミナー」

2011 年

2012 年

2013 年

2014 年

滋賀県看護協会第 6 地区支部懇親会
長浜きもの大学
伊吹薬草の里文化センター薬草ガーデン講座
長浜民商婦人部研修会
社）滋賀県柔道整復師会 研修会
長浜市本庄町婦人会
東近江市湖東商工会女性部研修会
県立長浜北星高校 「フードデザイン」
米原市ケアセンターいぶき 職員研修会
国際ソロプチミスト長浜 チャリティバザー出店
東近江市能登川 介護者家族の会
長浜西中学校 就労体験学習
長浜北小学校 PTA 親子活動「ワークワーク北小」
近畿高等学校家庭科教育研究大会分科会
県視覚障害者センター
伊吹薬草の里文化センター薬草ガーデン講座
長浜市余呉支所 エスポワール学級
県内高校家庭科教師研修会
長浜市湖北公民館 きらめきスクール
東近江市社会福祉協議会 介護者教室
米原市中多良婦人会
長浜きもの大学
米原商工会女性部
JA レーク伊吹 レディーススクール閉校式
伊吹薬草の里文化センター
勤労福祉会館臨湖『女性のための自分磨き講座』
長浜西中学校 就労体験学習
彦根市立高宮小学校 PTA 親子体験会
長浜北小学校 PTA 事業 「ワークワーク北小」
KBS ハウジングセンター
和カフェたち季
長浜市立びわ南小学校 PTA 親子活動
米原市村木婦人会
聖泉大学 CLC セミナー学びのフリーマーケット
長浜きもの大学
長浜市平方婦人会
JA レーク伊吹レディーススクール
高島市立今津中学校職業学習
NPO 法人「子ども自立の郷ウォームアップスクールここから」
NPO 法人リバティ・ウィメンズハウス・おりーぶ
マタニティリゾート佐藤クリニック『キラ美やか体験イベント』
国際ソロプチミスト長浜 チャリティバザー出店
彦根市立亀山小学校 PTA 親子活動
滋賀県立長浜養護学校 PTA 研修会
米原市立息長小学校 PTA 親子活動
友愛ハウス 精神障害者サロン活動
余呉公民館 エスポワール学級
米原公民館 市民セミナー
長浜市立北中学校 特別支援学級親子活動
長浜きもの大学
米原市社会福祉協議会 介護ヘルパー研修会
長浜市中学校養護教諭研修会
東近江市能登川町デイケアセンター患者会

長浜市びわ町公民館
湖北地域訪問看護師研修会
長浜市立西中学校特別支援学級
長浜市役所総務課男女共同参画事業かがやきネットワーク
大和ハウスグループ『ネクストライフ事業セミナー』
東近江市社協 障害児親子活動
大和ハウス工業㈱『ネクストライフ事業セミナー』大阪本社にて
長浜病院ガン支援センター患者様教室
長浜市役所 家庭家族介護者教室 全 3 回
長浜養護学校 PTA 研修会
大津市瀬田 ぐっどらいふ 障害児学童保育事業支援
国際ソロプチミスト長浜チャリティバザー出店
2015 年 滋賀県障害者福祉ｾﾝﾀｰ セミナー 2 回
湖北圏域通所サービス職員研修会
米原市社協 ボランティアセンターセミナー
【SEP（香育）活動歴】公社日本アロマ環境協会学校香育サポート制度
2011 年 12 月
滋賀県立河瀬高校 3 クラス
2012 年 1 月
滋賀県立八日市高校 3 年 1 クラス
1～3 月 高島市立今津中学校 特別支援学級
6月
滋賀県立長浜北高校
9～11 月長浜市立西中学校 特別支援学級、高島市立今津中学校特別支援学級
11 月
岐阜県大野町立大野中学校、滋賀県立河瀬高校
2013 年 1 月
滋賀県立八日市南高校
6月
滋賀県立長浜北高校
11 月
高島市立今津中学校 2 年生 3 クラス、特別支援学級
2014 年 6 月
滋賀県立長浜北高校 2 年生、岐阜県池田町立池田中学校特別支援学級
10 月
岐阜県池田町立池田中学校特別支援学級
10～12 月長浜市立西中学校特別支援学級
2015 年 1～3 月 滋賀県立長浜高校華道部
【メディア】
2000 年
2004 年
2006 年
2007 年
2008 年

インストラクター取得の話題にて、産経新聞、京都新聞、中日新聞
おれんじぴーる開業の話題にて、中日新聞、滋賀夕刊等
「９条の香り」創作の話題にて、全国商工新聞、滋賀民報
滋賀銀行会報誌「クラブケイブン」９月号巻頭特集
京都新聞滋賀京都版「ひと・人・ヒト」
佐藤クリニック「ハロ－マービー」に連載コラム（09.10 まで）
2009 年 中部大学国際関係学部学際誌「アリーナ」第６号にエッセイ
「アロマテラピーへのご招待 馥郁たる安らかな毎日を世界とあなたに」
2010 年 大河イメージアロマ「浅井三姉妹の香り」創作の話題にて読売県民情報
2011 年 朝日新聞滋賀版「北国街道のお店」
「毎日ナビ」取材掲載
滋賀民報 「西島かおるのとってもアロマ」隔週連載 （6 月~12 月）
2013 年 ZTV お店 NAVI 取材

【アロマ環境プロデュース担当】
市立長浜病院
長浜赤十字病院
オリーブ歯科（長浜市）
アップルクリニック（長浜市）
、佐藤クリニック（長浜市）
清水メガネ店(長浜市)
ウォームアップスクールここから(長浜市)

リアンヘア美容室(長浜市)
【定期教室】
おれんじぴーる
ビバシティ彦根カルチャープラザ、びわこ文化センター、JEUJIA 草津カルチャー
佐藤クリニック
NPO 法人リバティ・ウィメンズハウス・おりーぶ 自立支援活動
NPO 法人こども自立の郷ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟｽｸｰﾙここから ﾗﾝﾁｾﾐﾅｰ
【定期イベント】
長浜市健康フェスティバル ハンドトリートメント隊
湖北 1000 人献血の会 夏の陣 ハンドトリートメント隊
長浜出世まつり きもの大学ミニカルチャー
国際ソロプチミスト長浜チャリティイベント

