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◇現在1000人を超える仲間が福祉ネイリストの資格を取得されています◇
3/18までのディプロマ発行人数は1040名です！！！

第2回研究集会及び第5回福祉ネイリストアワード
2021/3/28(日)14:00～17:00 今回は初のWebでの開催となっております。
当日の視聴が難しい方もアーカイブ視聴ができます！！(4/12迄)

Web視聴＋抄録(PDF)版 1000円

Web視聴＋抄録(PDF)＋抄録冊子版
3000円(+送料370円)

お申込みはこちらから
ssl.form-mailer.jp/fms/7e35afce688773 ⇒

フォーム登録後、BASEでの決済が必要となります。 ↑前回の様子です

～認定校勉強会が開催されました～ 【2021/3/12金曜日13：00～16：00】
あ

全国の認定校が集まって年2回行われている『認定校勉強会』、今回は全国をZoomでつないでの開催となり
ました。今回の勉強会のテーマは「今だからこそ明日からの福祉ネイルを考える」をテーマにコロナ渦にお
ける活動事例をお二人の卒業生に荒木理事長とのインタビュー動画形式で発表いただきました。
大阪河内長野校安保先生の出張ネイルサービス｢ネイルやさん」、宮城名取校･小磯先生と和歌山田辺校･下
家先生からは研究集会で発表予定の内容の一部をお話いただきました。

グループディスカッションでは「コロナ渦の今だからこそできること」を参加講師で話し合い、3/12現在も
非常事態宣言が継続中の地域もある中で、これからの福祉ネイルについて様々な意見がでました。
内容は、日本保健福祉ネイリスト協会 YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

～新しく認定校が誕生しました～
【埼玉深谷校：米持利佳(ヨネモチリカ)先生】
埼玉県深谷市で自爪育成をメインとしたサロンを経営されています。
福祉施設にて足の爪で悩んでおられる高齢者の方と接する機会が増え、ケアをする
ことで喜んでいただいた経験から、福祉ネイリストになられました。そして「福祉
ネイルのすばらしさを多くの人にも知ってもらいたい｣と認定校開校されます。
あ

『東京より、群馬に近い高齢化率の高い地域だからこそ福祉ネイルのすばらしさや
効果を、沢山の方にお伝えし、そしてお届けしたいと思います』ご本人のお言葉より抜粋

～水性ネイルの創美JAPANについて～
この度、創美JAPAN様が福祉ネイルの活動に賛同して
Aiトリートメントケアネイル(水性ネイル)をご紹介くださいました。
有機溶剤は使わず、法定色素で色付けされており、ホタテの貝殻を
主成分に作られた、12種の美容成分配合の「身体に優しいネイル」
です。オフには除光液は不要です。お湯に10 分ほど浸すか、消毒用
アルコールで落とすことができます。購入方法等については、メー
スにて配信させていただきますのでご確認ください。

～2021年秋期認定校応募中～
あ

詳しくは協会ホームぺージの
『認定校になる』のページを
ご覧ください。

発行：一般社団法人 日本保健福祉ネイリスト協会 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-61-7 503 MAIL: fukusinail@gmail.com 

～劇団WAO！様のミュージカル『てんしごと』再演が決定～
あ

当協会の荒木理事長をモデルにした『てんしごと』の再演が8月にあるそ
うです。見逃した方、次こそ劇場で観劇したい方、あのが感動再び！！
ぜひ劇団WAO！さんのLINEをフォローしてチェックしてください！

https://www.youtube.com/channel/UCQlN_Y9U901QqisMupNfWzA
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南関西ブロックだより

～和歌山田辺校～
【コロナ禍で予測を上回ったネイルの効果】
研究集会の発表に向けて施設様にアンケートのご協力を頂きました。
コロナ禍でもネイルを楽しんで頂きたいと言う思いから荒木理事長発
案で施設の方に脳トレシールを使って施術をして頂きアンケートのご
協力を頂きました。
その結果は私の予測を大きく上回り嬉しい結果となりました。
内容については3/28開催の研究集会で発表致します。
是非沢山の福祉ネイリストさんに見て頂きたいです！

～大阪河内長野校～

【訪問出張ネイルサービス『ネイルやさん』】

ネイルやさんは河内長野校の卒業生さんとともに立ち上げました。
福祉ネイリストさんが個人で活動していく中で出てくる悩みを解消する
べく、私たちはチームを作りました。
個人では作ることの難しい、ホームページやフライヤーまたSNSやお客
様との契約書等を作成し、それらを共有して活動しています。

団体で活動することにより、お客様の信用信頼も厚いものになり、お仕事の幅も広がっています。
施設様だけではなく、個人宅や法人様との提携もさせて頂きました。
関西を中心に活動していましたが、今春、関東での活動をスタートいたします。つきましては、関東で
活動して頂けるメンバーを募集しています。
ご興味のある方は、下記ホームページの連絡先まで電話もしくはメールをお願い致します。
私たちと一緒に安心して活動しましょう☆ https://www.nail-yasan.com/

～岸和田本校～

リワークの「ココフィット」さんで身だしな
みの講座をさせて頂きました。（毎月一回５
０分）アシスタントで福祉ネイリストさんに
も活躍していただき。利用者さんにまた受け
たい。来月が楽しみと喜んで頂けました。

地域包括へのプレゼン資
料を作って各市役所へ訪
問しました。有償ボラン
ティアなどの登録に繋が
りました。

１２月に地域のデイサービスにクリスマスにサンタさん
の恰好をして訪問しました。福祉ネイルミュージカルの
役者さん達もご参加くださりより盛り上がりました。

研究集会の発表用に出来
る範囲でのアンケートを
各施設にお願いに行きま
した。沢山の協力を頂け
て
３/２８の研究集会が楽
しみです。

～和歌山和歌山校～
あ

今年6月に開催予定の【アビリンピック和歌山2021】の実行委員会議に参加してきました。
アビリンピックとは、障害のある方が日頃培った職業技能を競う大会です。
昨年はコロナの影響で中止となりましたが、
近年新たにネイル競技も加わり、
ネイル競技部門で大会にご参加頂ける方をまだまだ募集中です！
まずはお気軽に和歌山校へお問い合わせ下さい。

https://www.nail-yasan.com/
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「福祉ネイリストになって」河野瑠菜さん

昨年、夢に描いていた福祉ネイリストの資格を取得出来ました。
『地元の活性化、健康長寿の町にしたい』そんな思いから福祉ネイリストを目指しました。

一度地元を嫌いになり、高校進学と共に都会へ出ましたが休みがあれば地元に帰り、気付けば地元
が好きになっていました。ネイリストを目指し学校に通っていましたが、都会が合わず体調を崩し、
再び地元で生活を送るようになってネイリストとしてこの地元に貢献できることは無いだろうかと
考え、福祉ネイリストとして活動したいと思うようになりました。そしてより一層、育ててくれた
この土地に貢献したい。恩返ししたい。そう思いました。

やっとの思いで福祉ネイリストとして活動ができるようになりましたが、このコロナ禍で思い通り
にはいかず、何をすればいいのか悩んでいました。でも出来ることからしないとと思い、まずは福
祉ネイルという言葉を知ってもらおうと今はパンフレットの配布や自作のチラシで、コロナが落ち
着いたら、いつか機会があればしてもらいたい！そう思ってもらえるように知り合いを通じてパン
フレットの設置や、配布を中心に活動しています。

おばあちゃんっ子だった私ですが、小学生の頃に大好きなおばあちゃんを亡くしました。だからも
う恩返しは出来ません。でもその分、地元のおばあちゃんたちにネイルを通して色んな感情を感じ
てもらい、今より楽しく活気ある生活を送ってもらいたいと思っています。

まだまだ自粛続きで、施設訪問も難しい状況ではありますが、福祉ネイルを知ってもらって福祉ネ
イリストとして地元に少しでも貢献出来るようになるまでまだまだ私の夢は終わりません。

北関西ブロックだより

～兵庫県丹波校～

2021年になり、丹波校はスクール内をリニューア
ル致しました！！
リニューアルと共に、今年度は活発に活動できる
ように、
春に向けてのアートサンプルを作成中です(^^)
3月中旬には説明会も開催し、4月以降はイベント
への参加も活動計画中！！

よろしくお願い致します(^^)

～兵庫県豊岡校～

兵庫豊岡校を2019年10月にスタートして待ちに待った第１号の卒業生河野瑠奈さんの
熱い熱い思いを語ってくれました。兵庫豊岡校には熱い熱い思いを持っている生徒さんばかりです。
これからの河野瑠菜さんの活動に期待大です。
京都府北部宮津 与謝野は河野さんが福祉ネイルを広めてくれることでしょう！

(河野さんが自作で作成したチラシの数々です。)
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西関東ブロックだより

～東京都秋葉校～

福祉ネイリストを目指す方が多くなってきた中で、
どうしてもこのコロナ禍で、
「教室に通うのも不安がある」、「活動できるか不安 だ」
という声を多くいただきました。
このコロナ禍だからこそ、できることから始めてほしいとい
う思いから、オンライン授業の導入を始めまし た。

オンラインと通学をうまく組み合わせて、皆さん有意 義な
時間の使い方で福祉ネイリストを目指す方が増え ています。
まだまだ手探りですが、
生徒さんの「福祉ネイリストになりたい！」という 気持
ちを、形にできるように
これからも生徒様に寄り添った授業を計画していきた いと
思っております。

千葉千葉校～
【2/15(月)千葉校のアート&ミーティングを開催しました】

こうして集まってアート&ミーティングを行うことをとても迷ったのですが、ZOOMでは
なかなか伝わりにくかったことや予定していた日がコロナ感染者の拡大で延長してしまった
りで、このままでは千葉校メンバーの不安や悩みに応えられないと思い、
『参加したい人だけでも・・・』と、感染症対策をしっかり行い開催を決めました。

集まったのは4名。みなさんこのコロナ禍で活動も
できず 『どうしたらいいのか？』『先生に会ってモチベーション上げたかった』という方や、
『水性ネイルが上手に塗れない』というお悩みの方に、苦手なカラーを持参していただき
練習しました。
こうしてみんなで練習したり、いろいろ話をしているうちに、今やるべきことを明確にし 前向き
になってそれぞれ動き出しました。
なかなか施設訪問が再開されず、私も寂しい思いでいたのですが、新たに福祉ネイリスト を目指
し受講したいという希望者も増えていて、『福祉ネイルをみんなで盛り上げていくぞ！』と気を
引き締めて頑張っていきたいと思います。
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東関東ブロックだより

昨年～現在までの状況

新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、2020年3月頃から外
部訪問者の出入り禁止となり、訪問施設様へ訪問すること
が不可能になってしまいました。

埼玉川越校でも実地研修でお世話になっている訪問施設様
（介護老人保健施設）からお断りをされ、今もその状況は
変わらずといったところです。

2020年5月末の緊急事態宣言解除後も生徒様にも実地研修を
お待ちいただいている状況が続いていました。
そんな中、ご紹介いただき研修場所の提供を快く受け入れ
てくださった施設様がありまして2020年秋冬に2箇所で計3
回実地研修を行うことが出来ました。

現在は隣接市内の施設様が4月よりご協力いただけそうなお
話が進んでおります。

2件目の施設様は本庄市にあるデイサービ
スです。

こちらはアジアンテイストな内装で施設
内にはレクリエーションでの制作物が所
狭しと飾り付けしてあり、私たちをお迎
えくださる日に合わせて、クリスマスツ
リーまで飾ってくれていました。

こちらへは2回ご協力いただきまして、2
回とも同じ曜日になってしまった為、他
の曜日の利用者様から再訪問のリクエス
トもあったほどでしたが、2021年1月に緊
急事態宣言の発令により、今はこちらか
らは敢えてご連絡を控えています。

2施設様ともこのようなご時勢にご協力く
ださり、大変感謝しております。

～埼玉入間校～

2施設様とも認定校の拠点である埼玉
県川越市からは高速道路を利用しても
１時間程度かかる場所でした。生徒様
も皆さん遠方にも関わらず頑張ってご
参加くださり、無事修了し、卒業され
ました。

1件目の施設様は深谷市にあるデイ
サービスです。

こちらは古民家をリノベーションした
広くて温かみのある施設様でした。ス
タッフさんも気さくにご対応くださり、
小規模施設でしたので、全員に施術さ
せていただくことができました。

＊コロナ禍での実地研修風景＊ ～埼玉川越校～
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北海道・東北・東海ブロックだより

～北海道札幌校～

コロナ渦でも体験会ができたメンバーの紹介と、札幌校で出た感想を
紹介したいと思います。

◆北見在住の奥山美保さん
勤務先でもある障がい者施設で、30～70代と幅広い層でも、自分の
技術で喜んでいただけると思い実施してくれました。
若い方は、障害の度合いにもよりますが目が肥えていましたので、
アートやカラーも少し高齢者とは求められる趣向が違っていました。
あと片麻痺の方にも施術しましたが、途中で嫌がられてしまったり、
日常でも手を動かすため乾かすまでは厳しいなどがありました。
外部からの訪問だともう少し動かす頻度も違ったかもと感じたようです。
日頃いるスタッフというのもあり、要望も言いやすい環境だったので、
次の日には色を変更して欲しいなど、その都度で説明をして対応して
くれました。この事から、メンバー内で出た感想は、馴染みのある方
だからこそ気持ちを表に出せた事、会話が難しい方の気持ちを汲み
取ってあげる難しさやコミュニケーションの取り方などが上がり、私たちも勉強になりました。
現在、定期訪問を全て一旦お休みになってしまいましたが、今後復活できるように施設様と連絡を取って
いきたいと思います。

～三重津校～

卒業生様の取り組みをご紹介させて頂きます。
岡林華奈子さんは、福祉ネイリストの活動を広めていくために、地元での広報として地元でのイベントなど
に積極的に参加してきました。
ネイルの技術と十年間の介護福祉士の経験を活かし「ネイルできれいになってもらい、一対一で向き合い心
のケアもしていきたい」と、心のこもった活動をされています。

三重津校 岡林華奈子さん

ネイルをさせていただいた利用者様の表情が回を重ねるごとに増えたり、身だしなみに興味をもたれ化粧
もされるようになったりと良い効果が出ています。
そんな中、地元新聞記者の方に興味を持っていただき取材掲載や地元テレビ局でも福祉ネイルについて取
り上げて頂けました。

そして、2年前から訪問させて頂いて
いる施設様では、
昨年7月から施設のアンバサダー
として任命頂き、定期訪問の他、
施設の広報なども担当させて頂い
たり、地元地域の活動をお手伝い
したりしている中で知り合った
企業様が福祉ネイルを応援したいと
YouTubeで福祉ネイルについての
インタビュー動画と
プロモーションビデオを
作成して頂きましたので、
今後の活動に活かしていきたいと
思います。
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中国・四国・九州ブロックだより

～広島呉校、広島大竹校～ 【NHK広島 放映】

【日本海新聞掲載】2021年2月9日付

日本海新聞にて福祉ネイリストの活動が記事として掲載
されました。

写真は、鳥取県の福祉ネイリストの若田さん。
施術を受けられている方もすごく楽しそうな表情をされ
ています。

この新聞掲載を読まれた方からも受講の申し込みがあっ
たそうです。
山陰中央新報からも取材があったそうで、今後記事掲載
が楽しみです。

2021年１月５日NHK広島にて広島の福祉ネイリストの活動を取り上げて頂きました。
広島大竹校の神田さん,広島呉校の野間美由紀さん,野間由里子さんが活動しているところを放送して頂きました。

広島大竹校の神田さんは、このコロナ禍の中でも訪問して欲しい
と強く要望される施設様に出向き、高齢者の方々に福祉ネイルを
楽しんで頂いております。思うように施設訪問が出来ないこのコ
ロナ禍の中で声を掛けて頂けるのは、それだけ施設様との信頼関
係が築けているからなのだと思います。

広島呉校を運営されている道祖田先生のサロンEVICHU
では毎週月曜日を福祉ネイルの日として地域の方々に
福祉ネイルに親しんで頂くイベントを行っておられま
す。
その様子もバッチリ放送して頂きました。
放送では野間さん姉妹が丁寧な施術をされているのが
印象的でした。
今後、ますます地域に根付いたサロンになりそうです。

～鳥取米子校～

【山陰初！男性福祉ネイリスト誕生！】

先日、福祉ネイリストになられた岸本さん。
受講中も介護福祉士になる為の勉強も併行してされていたそうで、
かなりの努力家！

最近まで就活中だったそうですが、福祉施設での面接時に福祉ネイルの
話をしたところ、『素晴らしい事をされてますね！是非うちで介護士を
しながら福祉ネイルもやって欲しい！』と就職が決まったそうです。

嬉しいですよね！まだまだ認知されていない中でこうやって福祉ネイル
を認めて頂けるというのは本当に幸せなことです。

福祉施設に必ず福祉ネイリストが一人いる、そんな世の中に早くなって
欲しいですね。


