
「スペース」に込めた想い。　小林美紀様

リラクゼーションセラピスト2級試験の実績

195人
受験者数

146人
合格者数

74.9％
合格率

「スペース」は、日本語で「空間」。
技術だけでなく、施術部屋やお店全体
でお客様の気持ちを癒せる様になりた
いですね。
リラックスできる空間造りも
セラピストのお仕事です。

リラクゼーションスペース
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リラクゼーション施設の店舗呼称が決定！1

みなさんが日々施術を行っているお店の呼称が決
まりました。
エステ業界では「サロン」、鍼、灸業界では「治療院」
といったように、業界を総称する呼称はとても大
切なものです。

その中から厳選な選考の結果、北海道からご応募
いただきました、小林 美紀様の「スペース」に
決定いたしました。

Space【空間】

定時総会での名称発表の様子

わたしたちのお店は

「リラクゼーションスペース」

と呼ばれるようになります。

わたしたちのお店は

「リラクゼーションスペース」

と呼ばれるようになります。

私たちリラクゼーション業界でも、親しみやすく、
覚えやすい呼称を広くHPを通じて募集したとこ
ろ、たくさんのご応募をいただきました。

お客様や、これからセラピストになりたいと思っている方々から、
「リラクゼーション スペース」という単語が、あたり前のように聞
けることを願って、私たちはこの「スペース」を大切に大きく育て
ていきたいと思っています。

リラックスできる空間をイメージしました。そして、セラピストもお客様も、
覚えやすくて親しみやすい言葉ではないかと思い、「スペース」をご提案させ
ていただきました。

8 号第

セラピストのみなさんも是非使ってみてくださいね。

2,892人 2,159人 76％
2011年8月

総合実績



みんなのために、もっと業界を良くしたい。

平成 23 年度　定時総会の修了報告
2

４

去る、平成 23年 6月 25日（土）、ウェストシティホール
＆ウェディングアイ（新宿ワシントンホテル本館）にお
いて第４回定時総会が開催されました。　

総会は、清水理事長の挨拶に続いて、平成 22年度の協
会本部・各委員会の活動報告がなされ、協会本部からは ,
平成 22年 12月に「第 1回リラクゼーションセラピス
ト認定資格 2級試験」を実施し、試験に合格した現場の
セラピストの方々から「資格を得たことによって、自信
をもって施術に臨めるようになった」と大変好評をいた
だいたこと、そして月例理事会を合計 12回、臨時理事
会を 1回、定時総会を 1回開催したことの報告がありま
した。

その後、第 1号議案・平成 22年度収支決算報告、第 2
号議案・平成 23年度事業計画及び収支予算案、第 3号
議案・定款変更についての 3つの議案が審議され、いず
れも原案通り承認されました。第 2号議案　平成 23年
度事業計画では、協会本部としては、協会がより一層発
展をとげるために、会員企業の店舗で協会が標準と定め
るサービスが実施されているかどうかを調査し、協会標
準から外れている店舗に対して指導・改善を促す等、協
会内の足元を固める 1年とする。また、会員企業のセラ
ピストに対し協会の活動に対する周知・徹底を図るため
に、広報をより一層充実させる事が鈴木常務理事より発
表されました。

総会終了後は、風水環境デザイナー谷口令（たにぐち れい）様による「明日が変わる！経営に
生かす！運を呼び込む谷口令の風水心理セミナー」と題し、スライドを交えながら風水気学
を用いた今年の開運ポイントについて等のご講演が行われました。

20 歳の時、偶然出会った風水気学の大家・宮田武明氏に師事。
OL時代を経て、風水気学コンサルタントとして独立し 1990 年株式会社スターデーリー「谷口令オフィス」
を設立。国内外で 1万人以上にのぼるクライアントから支持を受け、幅広く活動している。2007 年河出書
房から発売された「シンデレラ風水は」無理なく風水をおしゃれに取り入れしあわせになるメソッドを紹介
している。

風水心理カウンセラー 谷口　令
たにぐち れい

経営に生かす風水心理セミナー風水は占いじゃなんいんです。

来年度も協会員であるみなさんが、今より少しでも成長
していけるように、協会理事と事務局では更なる努力と
挑戦をしていこうと思います。

< サービス向上委員会 >

< コンプライアンス委員会 >

< 組織委員会 >

< 広報委員会 >

・6回の委員会と合同説明会の開催

・組織委員会の拠点作りを行い、
  会員増強のためのネットワークの構築

・円滑な協会運営のための組織力強化

・14回の委員会開催

・認定資格委員会として活動し、毎月会員向けに
  リラクゼーションセラピスト認定資格 2級試験
  を実施予定

・認定校制度の立ち上げ

・事故を出さないための具体的施策の検討
・体調ご確認シートのさらなる導入・利用の促進
・店舗認定制度における
  コンプライアンス基準の策定
・コンプライアンスセミナーの開催

・協会報年４回の発行
・ホームページのバージョンアップ
・ポスター、パンフレットの制作
・協会のＰＲ活動については、現在マスメディア
  からの提案を検討中

8月 6日（土）、8月 7日（日）青森県にて理事会の開催と、当協
会の法人会員であり、東北をメインにリラクゼーション業を
展開されております、株式会社おはこ様のリラクゼーション 
スペース「手もみ処 ご褒美の部屋　アウガ店」への視察を
実施いたしました。
理事会は、5つの審議・協議がなされ滞りなく終了しました。

手もみ処 ご褒美の部屋アウガ店様 (青森駅近く )では、スペースの視察、そして施術
（全身コース）を体験して参りました。スペース内は、一歩入ると「ひば」の香りが漂い
とても落ち着いた雰囲気の中での施術となり、心身ともに癒され、とても充実した 2日間
となりました。

今回参加して、改めて今の仕事について考えさせられました。、避難所の皆様と触れ
合うことで、人々に元気と幸せを運ぶことができる素晴らしい仕事だ！と再認識し
ました。これからも自分のできる限りの事を行います。このような機会を与えて頂
き有難うございました。

8月 30日（火）・8月 31日（水）、東日本大震災 被災地へリラクゼーションボランティアとして当協会の会員様 9名
が参加してまいりました。場所は、宮城県石巻市。今回はボランティア団体・チームジャパン３００のボランティアと
して活動してまいりました。今後も当協会では、毎月 1回　被災地へのリラクゼーションボランティア活動を継続して
いきます。ご参加を希望される方は事務局までお問い合わせくださいませ。

株式会社おはこ様

8 月　青森理事会

※協会では、今後も定期的に会員の皆様のリラクゼーションスペースの視察を行い、協会報にてご紹介をして参ります。

被災地ボランティア実施報告

■チームジャパン３００についてはこちら■

参加者の声　一部

今回のボランティア活動で分かったことそれは「被災地はメディア等で
映し出される光景とは大きく異なり、まだまだ悲惨な状態にある事です」
被災地の方々は、私たちリラクゼーション協会の力を必要としています。
今こそ業界一丸となって東北地方の復興への道のりを被災者の方々と共
に歩んで参りましょう。

< 鈴木 明常務理事からのメッセージ >

http://teamjapan300.net/index.html

青森のリラクゼーションスペースは、ホスピタリティー溢れる、憩いの場でした。

３ 被災地の方々は、とても喜んでくださいました。

石巻に到着し、ボランティアの心構え等を勉強会を通して学び、９名が
２チームに別れて避難所を巡回し、ボディーケア、フットケアをさせて
いただきました。

リラクゼーションを受けて戴いた被災者の方々からは、感謝の言葉をた
くさん戴いてまいりました。

次回開催日

10月24日（月）　10月25日(火)
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協会では、2ヶ月に一度、コンプライアンス委員会を開催しております。
保険会社担当者、弁護士の先生同席のもと、各社で起きてしまった事故事例を会員の皆様で共有し、二度と同じ事故
を起こさない為の議論をおこなっています。会員の方は、ご自由に参加できますので積極的にご参加ください。

コンプライアンス委員会開催案内

西日本地区（大阪開催）
11月24日(木)

東日本地区（東京開催）
2012年 1月下旬

関西エリア 関東エリア
６月１３日 ( 月 ) ４月２２日 ( 金 )５ 11

仲間がどんどん増えています。

合同説明会
5

６ 知ってほしい、法律のこと。トラブルのこと。

2 0 1 1 年 4 月～ 20 1 1 年 8 月までにご入会いただいた新規会員
様をご紹介いたします。新しい仲間の紹介

アリス足反射療法センター　代表取締役　田村 美智 
〒999-7676　山形県鶴岡市幕野内字大東 1

青山 裕子　(東京都 )　　新 由加里　(兵庫県 )　  髙 きよみ　(新潟県）

戸髙 みどり　(三重県 )　原島 憲治　(東京都 )　正木 康子　（大阪府）

株式会社スターデーリー　
谷口令オフィス自由が丘スタジオ
〒152-0035　東京都目黒区自由が丘1-7-11ルミエールビル3F

※50 音順

社
1315社

名名

4月22日(金)東京都内の会場にてリラクゼーション業協会合同説明会が開催され、5社11名様にご参加いただきました。
当日は、組織委員会担当理事である富岡理事より、現在に至るまでの当協会の活動について、そして今後の活動及びセ
ラピスト試験の実施概要について等の説明がなされました。
説明終了後には講演会が行われ、特定非営利活動法人　日本成人病予防協会様より、「心と体のコリほぐし運動」と題し、
実践を交えてストレス解消法や職場や自宅でできる簡単なコリほぐし運動についてご講演をいただきました。
鈴木理事による閉会の挨拶後、質疑応答や入会希望者に対する面談を行い終了となりました。
また、6月 13日 ( 月 ) には関西エリアでも東京会場同様の合同説明会が開催され、13社 15名様にご参加いただきました。

株式会社エビコ　代表取締役　蛯子 太郎
〒181-0001　東京都三鷹市井ノ頭 1-32-3 ナチュレ井ノ頭 1F

株式会社ジョイハンズ　代表取締役　川口 大八郎
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅 2-36-10 松岡第二ビル

UDジャパン株式会社　代表取締役　鈴木 健規
〒325-0013　栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛 1088-48

法人会員

個人会員 賛助会員

様 様

様

様
様

様 様 様

様 様

様

次回開催予定

次回開催予定

ご参加をご希望の方は、
事務局までお問い合わせください。

10月 11日（火）　14：00～　於：株式会社ボディワーク本社　セミナールーム
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