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協会からのおしらせ
◇ASIA NAIL FESTIVAL2019のステージ報告◇
仲宗根理事長、佐藤先生、荒木理事長の対談がメインステージで行われ、
「ネイルが福祉の世界にも欠かせない時代が来る！」と実感するとともに、
今回の対談を見て協会宛にお問い合わせも多数いただきました。
ステージ前の、ネイルTVの時間から福祉ネイリスト含め、
一般のネイリストの皆様も興味津々で聞き入って下さっていました。

◇ウェブメディア「なかまぁる」に掲載されています◇
『認知症の人も心華やぐネイルカラー 全国に広がる笑顔と福祉ネイル』
なかまぁるは、朝日新聞社が運営する認知症に関わる本人や家族の生活に
役立つ情報を紹介するサイトです。
福祉ネイリスト誕生の経緯や協会設立の話、これからの目標、
また佐藤先生ご自身が、研究についてお話されています。
是非ご一読ください。

◇荒木理事長が第４回 Care TEX 関西2019 に出演します！！◇

in インテックス大阪

開催期間１０/９(水)～１０/１１(金)9:30～17:00(受付開始 9:00）

講演日時：10月11日(金）10:40～11:40（60分）
タイトル：爪は健康のバロメーター！高齢者をイキイキ元気にするネイル＆ハンドケア
講演コースNO：「健康長寿コース㊳」
出演者：仲宗根幸子（JNA理事長／名誉本部認定講師）/荒木ゆかり（福祉保健ネイリスト協会代表）
内容：爪は健康のバロメーター。正しい爪の切り方から高齢者に起こりがちな爪のトラブルへの対応法を
紹介。手と爪のお手入れによって笑顔や元気を取り戻し認知症予防に繋がる事例もお伝えします。
爪を傷めない、爪やすりの正しい使い方も伝授いたします。
※こちらのセミナーの受講には来場事前登録が必要です。未登録では入場料(5000円)が要ります！！

イベントホームページ：http://caretex.org/
より事前登録にお進みください。

◇新しく49名が福祉ネイリストの仲間になりました！！◇※2019/6/1～8/31までのディプロマ発行人数です
●第1回研究集会と第４回アワードのボランティアスタッフ募集中●
すでに数名のお申込みいただいてますが、まだまだ受付中です！！お手伝いいただける方は事務局までメールを
お願いします。
fukusinail@gmail.com

第1回研究集会及び第4回福祉ネイリストアワード
2019/10/14(月)祝日 開場9:30より
10:00～第一部「研究集会」
12:30～休憩
13:15～第二部「福祉ﾈｲﾘｽﾄｱﾜｰﾄﾞ」～16:30終了（予定）
17:00～懇親会～19:00終了(予定）※別途参加費が必要です

お申込みは
こちら
↓

場所/岸和田波切ホール(大阪府岸和田市港緑町1-1)

前売チケットの期限が迫っています！！10/10振込分まで3000円

当日券は3500円となります。
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南関西ブロックだより
ZONE会議開催の報告
南関西では6/17、9/2にZONE会議が開催されました！！
(写真は9/2のZONE会議にて）

南関西の活動報告
『アンリミテッド パラ陸上』in ヤンマーフィールド長居
日時 ８月２日 13:00 20:00
参加者 岩本、安保、室本、前田、土橋、末石、杉岡

、

「障がいの重い人も軽い人もない人も、大人も子供も関係なく ハンディなく
互いに競い合い、スポーツを楽しく事を目的とし、開催します。障がいの有無に
かかわらず、どんな人も、どんな思いも、「ごちゃまぜ」で楽しめる・輝ける、
そんな場をみんなで共有しましょう」という新しい競技スタイルの大会です。
カラ－ 15名 / 爪磨き 34名 / ハンドトリートメント
合計61名の方におこしいただきました。

12名

パン食い競争に参加したかったのですが、申し込み直後に
定員になり参加できませんでした。
来年も引き続き、参加にトライします。

北関西ブロックだより
北関西の活動報告
『アンリミテッド パラ陸上』に南関西と合同で参加しました。
千里校の福祉ネイリスト『辻由香里』さんも1500メートルに挑戦し、
無事完走！！一生懸命走る姿に感動と元気をもらいました。
福祉ネイルブースも大勢の選手や参加者の皆様にネイルを
ご提供させていただく事ができ笑顔あふれる会場となりました。

ZONE会議開催の報告
北関西では7/24、9/4に
ZONE会議が開催されました！！
7/24の会議では、荒木理事長、
南関西ブロックメンバーや
三重県からの参加も…
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西関東ブロックだより
～東京都自由が丘校～
最近入学された生徒さんですが、高齢者施設で、ネイルをしたくて福祉ネイルのことを知らずに、
ネイルスクールに入学し、三級、ジェルまで習いサロンで働きました。
やはり、自分はジェルネイルのサロンではなく福祉ネイルがやりたいという原点に改めてもどり、
そんなときに福祉ネイルをやっと調べて見つける事ができ入校されました。
すこし、周り道しましたがこれからは、福祉ネイル一本でやりたいという強い想いで今、受講中です。
誰よりも名刺作りも早く、これからの活動が楽しみです。

～東京都多摩校～
ネイリストさんじゃない方も
福祉ネイリストに興味を持ってくれて、受講の申し込みや、お問い合わせ
が増えてきました。
私たちの活動や、認知症、高齢化社会など沢山の方に少しずつでも知れ
渡ってくれたらやはり嬉しいです。
東京多摩校では先日も実地研修に行き、実際にご利用者様と触れ合ってき
た研修生の目はキラキラしてました。
私自身ももう少し知識を増やし、沢山の福祉ネイリストさんを輩出してい
きたいと思っております。
～千葉校～

【8/5(月)に千葉校ではじめてのミーティング&ランチ会を開催しました。】

千葉校は昨年の秋季に認定校になり、これまで13名が卒業されました。
はじめてのスクールで、私のところに来てくれる生徒さんはいるのだろうか？サロンと両立できるのだろうか？
と、心配していましたが、そんな不安な気持ちはあっという間になくなりました。
私の活動を見て、知って、千葉校に集まってくださった生徒さんたち。
前向きで頑張ろうとしているみんなに、いつも嬉しい気持ちでいっぱいです。
卒業したとはいえ、みんな１年未満の千葉校。
お仕事ができている方は少なく、それぞれの悩みなど顔合わせを兼ねて
ミーティングすることにしました。

一番多かったのは、営業についてです。訪問先での交渉や価格など。
私の経験を伝え、これからどうしていったらいいか。
をみんなで話し合いました。
とても前向きで頑張ろうとしている卒業生に私も元気をもらいました。
この日それぞれ初対面の卒業生たちでしたが、千葉校はチームとして、
みんなで協力しあえる仲間になっていると思います。
私も全力でみんなをサポートをして、私が思っているように、
みんなも『福祉ネイリストになってよかった！』
と言ってもらえるようになれたらいいなと思っています。
私が定期訪問している施設にも、卒業生に来ていただき経験を積んでもらうことで、
今後の営業活動のお役にたてたらと思っています。
私もそうでしたが、経験が浅いとやはり営業していても自信がなく
説得力に欠けるので、どんどん経験して欲しいと思います。
みんな職業などバラバラで、なかなか集まることは難しいのですが、
グループLINEを上手に活用し、情報を共有し頑張っています。
次回のミーティングは10/27(日)の予定です。千葉校

松田
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北海道・東北ブロックだより
～宮城県名取校～
「福祉ネイルで笑顔をお届け中」
宮城県名取校を卒業した生徒さんは県外在住の方もおります。
山形県、新潟県をはじめこれまで活動していなかった各地域での活動がスタートしました！
お試し会からのスタートやそれぞれ工夫をこなした営業が功を奏して繋がり始めています。
互いに住んでいる地域が異なるため時間をかけて会いに行き協力し合う姿がたくましいです。
また、8/31にリレーフォーライフみやぎ2019へ参加してきました。
全国各地で行われていて、がん征圧を目指すイベントです。
3回目の参加で、今年は更にボリュームアップしたイベントでした。
来場者も増え毎年再会できる喜び、新たに出会う方々に嬉しさを感じた一日でした。
9月には新潟で出店します。10月には東京でも開催されるそうです。
福祉ネイルのチカラが必要と感じる場なのでお近くイベントに
足を運んでみるのもいいかもしれません）
※第4回名取校のアートセミナーのお知らせ
2019.12.9（月）予定
詳しくは名取校まで
～岩手盛岡校～
今までのコツコツ成果実ってあちらこちらのイベントに声をかけていただけるようになりました。
☆定期訪問先の障がい者支援施設
ルンビニ苑さんのルンビニ祭では
ご家族様にもたくさん喜んでいただけました。

☆福祉関連ではない
イベントからも
たくさん声をかけて
もらえて
周知活動と
揃いのTシャツでPR

☆リレーフォーライ北上
ガン患者さんたちと
寄添いながらのイベント⇒
――卒業生の声「新天地での挑戦」――
２０１８年夏、夫の転勤で盛岡へ引っ越してきました。
新天地で新たなことにチャレンジしたいと考えていた時、
友人の話から福祉ネイルの存在を知り、早速説明を聞きに行くことに。
今思えばこれが人生の転機、先生に出会えたこと、話を聞けたことで、
新たな道が開けたように思います。
もともとネイルには興味があったけれど、サロンに行くのが好き、塗ってもらうのが大好き。
まさか自分が塗る側にまわるなんて、自分でも予想外の展開にワクワクしました。
スクールは午前、午後、夜間の授業が選択できるので、私は息子が幼稚園に行っている午前に通い、資格取得までは５
か月程、ゆっくりペースで学ばせていただきました。
初めてアートした時のぎこちなさ、今思い出すと笑ってしまうのですが、当時ネイルに関して全くの素人だった私はと
にかく描くことを繰り返し、ひとつひとつ習得していきました。実際、描いた分だけ自信に繋がり、今では焦ることな
くアートを楽しめるまでになっています。
そして講習の最後には、実地研修がありました。朝ごはんが喉を通らないほど緊張したこの日、高齢者施設様にて４名
のネイル、ハンドマッサージを担当させていただきました。９０歳を超えたおばあちゃま、人生初のネイルに最高の笑
顔をいただいたのですが、この時の笑顔が忘れられず、今でも私の原動力となっています。
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東関東ブロックだより
•

7月2日

•

神奈川県美
容協会競技
大会へ出店
いたしまし
た

7月17日
らいふ小平様
より依頼があり
イベント参加
ネイル初体験の方
が多くとても喜んで
頂けました

7月6日、7日
町田パラへ
新宿校卒業生
4名参加
皆さんいろんな想い
を持ったようです

7月17日
武蔵野市
テンミリオン事業
月見路様
65歳～80歳の
アクティブシニアが
利用
職員様と一緒に
メニュー作りしました

7月22日
保険会社より
依頼があり
爪講座と爪磨き
男性にも楽しんで
頂けました

8月9日
ベネッセ系列
グランダ井の頭様
定期訪問が決定

8月29日
武蔵野市テンミリオン事業
くるみの木様
65歳～90歳のアクティブ
シニアが利用
季節的にフットが人気

中四国・九州ブロックだより
ZONE会議報告
中四国・九州ブロックで開催されたZONE会議の
報告が届きました。
8/25(月)10～11時、 ZOOMにて
参加メンバー：道祖田・三好・竹中・山下

当地区では認定講師の紹介コーナーを作成することにしました！！
〇広島呉校
道祖田弥生
どうそでん やよい

高齢化率全国1位の呉市です。
まずは地域密着の福祉ネイル
を目指します！！

〇愛媛校
フレンチ～ノ三好

〇福岡小倉校
早矢仕陽子

〇鳥取米子校
竹中千恵子

〇広島大竹校
山下聡子

（ふれんちーのみよし）

はやしようこ

たけなかちえこ

やましたさとこ

「フレンチネイルと福祉ネイル
をこよなく愛する、フレンチ～
ノ三好です♡」四国唯一の認定校
としての責任を果たすべくコツ
コツ頑張ります！！ネイルを通
じて皆さんのお役に立ちたい～
ノ♡ ★Nail Chick Group★本
業・司会業/フレンチないる評論
家/TAT松山・今治/ネイルアー
ティスト学院愛媛・今治校/福祉
ネイル愛媛校/みんなの整骨院

楽しくネイルを学びましょ
う！生徒さんの可能性を伸ば
したい！そして自分の笑顔か
らたくさんの方の笑顔に伝染
させたい♡そんな気持ちで取り
組んでいます。

【たかか爪 されど爪】
ネイルの力で日本の高齢化
社会を支える福祉ネイリス
トを目指す！

「病院」から「街」へ1歩出
て活動する看護師です。医
療に頼らず、心と身体と魂
を健康に、豊かに生活でき
るようお手伝いできる福祉
ネイルに魅力を感じていま
す！！ぜひ「医療職×福祉
ネイリスト」で活躍したい
人とつながりたいです！

