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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◇
6/17までのディプロマ発行人数は1229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が開催されました～【2021/3/28 14：00～17：00】

初のオンライン開催となった今回は、沢山の方に視聴いただき、またアーカイブ配信にも多くのお申込みを
いただきました。研究集会の演題の数々はどれも素晴らしいものでした。福祉ネイリストアワードには書類
選考で選ばれた4名の中から、全国の福祉ネイリストによるオンライン投票でグランプリが選ばれました。
また、多くの皆様から協賛金や協賛品のご協力をいただき、いただいた協賛品は研究集会及び福祉ネイリス
トアワード受賞者に副賞として、贈呈されました。本当にありがとうございました。

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』再演日が決定あ

荒木理事長をモデルにした『てんしごと』の再演が
8/14(土)【国立文楽劇場】にて再演！
もう一度観たい方、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！
開場/15：00～ 前座/15：30～
開演/16：00～ 申込フォーム⇒

【研究集会】結果

【奨励賞(だんじり賞)】
※発表順

藤原愛さん
岩本美香さん
辻村さおりさん
神田恵梨子さん
西野亜希子さん
谷口愛さん
加藤和歌子さん
荻原しおりさん

【福祉ネイリストアワード】結果

研究発表の抄録内容は今後
協会のHPにて配信予定です。

第3回研究集会及び第6回福祉ネイリストアワード
2022/3/19(土）に開催日予定です

第1回・第2回の抄録冊子は各3000円(+送料) 協会BASEにて販売中です

2022年春期認定校成講座の日程がきまりました

1回目:2021/11/10 2回目：11/30 3回目12/13
4回目：2022年/1/11 5回目：2/8
最終プレゼンテーション：2022/2/28の認定校勉強会

認定校ご希望の方はメールまたはお電話にて
事務局へまずご連絡下さい。

認定校になるための条件は協会HPの
「認定校になる」をご確認ください。

【協会奨励賞】順不同

前田愛子さん（大阪府岸和田校)
塚本真央さん（広島県大竹校）
高橋慶香さん（宮城県名取校） 3名の動画です⇒



南関西ブロックだより

～和歌山県田辺校～
【研究集会にて発表いたしました】
3月の研究集会に田辺校もグループの中に参加させて頂きました。
演題は「想起ネイルシールを使用した回想法ネイル研究」です。
研究でお願いしたアンケートを読んで、私が想像していた以上の効果
があった事、そしてその効果を目の当たりにしたスタッフ様からまさかの
「福祉ネイリストになりたい」とお二人のお申し込みを頂きました。
そして福祉ネイリストに向けて勉強中です。
また一緒に活動できるのを楽しみにしています。

～大阪府河内長野校～
コロナ禍の前より現在も継続して大阪市平野区にある【デイケア オアシス寿安】
様に岩本美香さんがご訪問されています。
検温や問診を受け、問題が無ければ館内へ案内してくださいます。

もし、岩本さんの帯同者などイレギュラーでご訪問される場合は、
事前に訪問当日からさかのぼり2週間前からの状況を
問診表（個人情報、行動した先の情報、体調など）に沿って記入し前日までに、
お一人お一人FAXで施設へ送信して頂きました。

柔軟なご対応で現在も引き続き、高齢者の皆様に楽しみにしていただいています。

～大阪府岸和田本校～

４月に訪問看護の会社から紹介を受けて卒業生さんに訪問してもらい、
３名の障がい者さんにカラーリングなどのサービスをさせて頂きました。
不定期ですが継続していただけそうです。

「Sompoケア」様よりお問い合わせあり、福祉ネイリストさんに打ち合わせに
参加してもらいました。定期訪問に繋がりそうでみんな喜んでいます。

堺市のグループホーム「しののめハウス」様をご紹介いただき、７月１４日に訪問する
予定で打ち合わせに行ってきました。

コロナ禍ですが、施設様と感染症対策について十分打ち合わせの上訪問させていただいてます。お問い合わせやご紹介
をいただけた事に感謝し、前向きに取り組んでいます。
また、４月に堺市の「だいせん聴覚高等支援学校」様より福祉ネイルの話をして欲しいと依頼があり、福祉ネイリスト
さんと一緒に７月９日に生徒さんに向けて精いっぱいお話ししてきます。

～和歌山県和歌山校～

コロナ渦の中だこらこそ、今できる事を！と、
福祉ネイルに興味を持った2名の生徒様が
無事実地研修を終えました。
前回の実地研修の際にネイルをさせていただいた方が今回も
ネイルブースに来てくださったり、
はじめは乗り気でない利用者様も、ネイルを塗り始めるとと
ても喜んで下さいました。
そして利用者様の2回目のワクチン接種が終わる施設様からは
、7月から福祉ネイル楽しみにしていますとのお声も頂き、来
月からの福祉ネイル活動が楽しみです！
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～兵庫県塚本校～

コロナ禍の今、福祉ネイリスト活動が出来ない皆さんのモチベーションアップに向けて、
塚本校でチップコンテストを開催しました。

プロ、一般部門の2部門で【グランプリ】【準グランプリ】を決定。
当初は予定のなかった【想いが伝わるで賞】2名【アイデア賞】1名
は、素晴らしい作品に感動し、審査員で、賞を追加しました。

参加者の一生懸命に心を込めて作品作りをして頂いたのが伝わってきました。
甲乙つけがたい素敵な作品ばなりです。
訪問できない日々が続いる中、コロナ禍収束後どう活動していくかを再確認し
『ネイルって楽しいな』『喜んで頂けたら嬉しい！』と、
このチップコンテスト開催で想って頂けたと思います。

ミーティングをLINEグループのビデオ電話で開催したりと、
チップコンテストをきっかけにチーム塚本として、
仲間がいる結束も深まりました。

訪問再開時に今回のアートの1つを描いておばあちゃま達が笑顔になってくれれば嬉しいです。

そして、一生懸命作って頂いた作品を、定期訪問させて頂いている施設様で、
展示頂けました。
「コロナ禍で、長らくお会いできていない、ご利用者様にチップを見て楽しんで
元気になって頂けたら嬉しい」と施設長にお話し是非に！と快くご承諾頂けました。
展示させて頂いた施設様に感謝です。
コロナが収束し、安心して訪問できる日まで、今出来る事を実施していきたいと思います。

～大阪府心斎橋校～

コロナの影響がかなり大きい大阪のど真ん中にある心斎橋校は定期
訪問はほとんどがお休みになりました。
また落ち着いてご利用者様にお会いできること首を長くして待って
います。

その中でも訪問が続けさせて頂いているのが、就労支援作業所です

毎回ネイルの日はすぐ予約が埋まるそうです☆
20名ほどの方がいつもおしゃべりや可愛いネイルを楽しみにされて
おり、男性にも大人気です！
ご利用の方が多いので、福祉ネイリストも5名前後で行かせて頂き
、福祉ネイリスト同士の交流の場にもなっています

もう少しで訪問再開予定の施設様もありますので、秋ぐらいを目標
に訪問、営業を再開していきたいと計画しております！

北関西ブロックだより
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～東京都秋葉校～

千代田区立障がい者福祉センターえみふる様にて、実地研修をさせていただいております。
障がい者の方々の居場所とつながりは必要、とコロナ禍でも変わらず受け入れてくださり、感染症対策は
しっかりと行いながら施術させていただいております。

訪問のたびに、新しい利用者様が増え、ネイルのためにバスでいらっしゃる方、電動車いすで30分かけて
いらっしゃる方など、皆さんがネイルの日を楽しみにしてくださり、毎回変わる研修生に会うのも楽しみに
の一つにしてくださって、緊張している研修生を快く受け入れてくださっています。
ネイルというツールで、皆様の心が動き、今までにない交流の輪が生まれています。
これからもこのつながりの輪がさらに
広がるようにお手伝いしていきたいと
思っております。

千葉県千葉校～

【千葉校卒業の田山さんが千葉日報に掲載されました！】

6/9の千葉日報。
千葉校卒業の田山綾乃さんの福祉ネイルの取り組みについて取材を受け
掲載されました。

千葉県鎌ヶ谷市でネイルサロンを営んでいる田山さん。
今年の２月に千葉校を卒業。
その後、千葉校講師が定期訪問している施設に同行していただきました。

おばあちゃんにハンドトリートメントやネイルをしました。施設の方な
どとみんなが笑顔に。
その場はとても明るくなごやかな雰囲気に包まれていました。

ネイルを始めるときに目標にしていたという福祉ネイル。
福祉ネイリストとして活動をはじめた田山さんの素敵な笑顔とネイルの
デザインが紙面を明るく華やかにしていました。

この私たちの活動をたくさんの方に知っていただけるきっかけになれば
と思います。

千葉日報オンライン

https://www.chibanippo.co.jp/news/local/799746

https://www.chibanippo.co.jp/news/local/799746
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～栃木県小山校～～栃木県小山校～

＊活動報告
昨年からスタートした小山市の産前産後事業！
【ママカフェ】
ハンドトリートメント講座でコミュニケーション
を図り、お子様と一緒にリフレッシュ！(協力：佐
藤雪江さん、池沢比佐江さん、染谷慶子さん）

＊ミーティング・講義
●小山校アート&ミーティング開催決定！
日時：6/12（土）9：45~16：15予定

●介護初任者研修生への
福祉ネイル講義決定！
場所：6／25金曜日
那須塩原市 終日
(協力：長根彩詠さん）

＊海外からの資格取得
●タイのバンコク在住の方に
ZOOM説明会開催！

小山校では国外受講生初！

※条件付き
一時帰国時対面授業実施予定

＊イベント
●栃木市おもちゃ図書館内でのママ
さん感謝Day！新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染防止
で5／21から延期

●音楽療法士さんとのコラボイベン
ト（協力：山下由加理さん）

●ラジオ出演情報
初のリモート中継で
出演！Radio Berry:
ﾚﾃﾞｨｵﾍﾞﾘｰFM栃木

～東京都新宿校～

昨年はコロナウイルスによる自粛などで活動が制限されておりました。そんな中でも、ご協力頂けた施設様
には感謝の気持ちでいっぱいです。できないことを嘆くより、できることを探して模索する日々です。
密になりにくい野外でのイベント参加など、キーパーソンとなるご家族、
一般の方へ向けて福祉ネイルの活動を知って頂く機会を今後もしていきたいと思います。。

昨年から今年上半期の活動
2020/4/5 介護ＴＯＷＮ創刊号 コラム掲載

6/12 江戸川区デイサービス 実地研修
8/6 ときめき未来オンラインカフェ ゲスト出演

演目「ネイルが持つ認知症への可能性」
11/11 神奈川県有料老人ホーム 実地研修
11/15 立川市みのたちマルシェ イベント参加
12/8 板橋区デイサービス 実地研修

2021/3/14 東京フットケア協会オンラインセミナー ゲスト出演
演目「高齢者向け訪問サービスの仕組みと集客のコツ」

4/11 立川市ファーマーズセンター
イベント参加
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～北海道札幌校～

メンバーの大鐘湯可さんが、住居型有料老人ホームでの体験会をご紹介させて頂きます。
この度、ASCスポーツセンター様の老人施設などのパンフレットを作成させて頂きました。私自身も福祉ネイ
リストとして参加しその企画のご紹介で無料体験会を実施させて頂きました。無料ということもあり11名の
カラーリング希望者がいた為、北見から滝本さんにヘルプをお願いいたしました。

◆無料体験会感想
旭川-大鐘湯可さん
実際に施設での施術は二人とも初めてでしたが、札幌校での指導を思い出し、事前に先生にも
ご相談させて頂きながら、無事に終えることができました。何よりも私が感動したのが
「こんな身体になっちゃって落ち込んでばかりだけど、これを見て元気だすね！」と言われた
時に、福祉ネイリストになって本当に良かったと思いました。利用者さまに笑顔と元気を
お届け出来たのと同時に私も笑顔と元気を頂くことができました。

北見-滝本栄里さん
良かった点と反省点について、良かった点は福祉ネイリストとして
終始笑顔で対応出来たことです。声も大きくゆっくり、施術中も
何をするか説明しながら進めたので、不安そうな表情の方が少なかった様に思えました。
反省点として、回想法が上手く使えなかったので、次回からは、ご家族の事や青春時代の
お話など質問を投げかけていこうと思いました。カラーリング後の利用者さん達の笑顔が
本当に嬉しそうで、心から福祉ネイリストとして活動出来ることが幸せだと思いました。

～名古屋栄校～

今回はオンラインでの実地研修と交流会の取り組みをご紹介させて頂きます。

コロナ禍でなかなか難しかったのが県外の生徒様の実地研修でした。
初の試みで富山の生徒様の田中和美さんとオンラインで和美さんの
旦那様のご協力のもと、富山の施設様と名古屋栄校と繋ぎ、実地研修
を行わせて頂きました。今回はLINE電話で繋いでいる間、ずっと旦那様
が撮影をして下さり、細かいところまでバッチリ確認もできました。
利用者様もとても喜んでおり、マッサージの時には寝てしまう方もおられました。

1人での実地研修は不安だったと思いますが、施設の方とお話をして段取りをして
頂いた田中和美さんのおかげで実地研修が無事修了しました。

そして5月にはリアルでの水性ネイルのお試し会やアートミー
ティング会の予定をしておりましたが、緊急事態宣言が出てし
まったので内容を変更して名古屋栄校の交流会をオンラインで
行いました。

コロナ禍での各自の取り組みや、オンラインでの施設様へのア
プローチの仕方や水性ネイルについてなど沢山お話ができて活
動が思うように出来ない中でも出来ることを考えてお話ができ
たので、定期的に開催して少しでも一人一人の不安が少なくな
ればと思います。
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～佐賀県みやき校～

【BSSテレポート山陰出演】
5月にテレビ(BSSテレポート山陰)に取り上げて頂きました。
出演は鳥取米子校所属の若田ゆりさんです♪

鳥取米子校では前回も新聞記事として取り上げられており、
地域での知名度が少しずつあがっています。

最近では、ネイリストさんだけでなく、福祉施設の方や看護
師さんなども受講されています。

～広島支部～

【蚤の市イベント出店】
3月に広島最大のアウトレット、ジ・アウトレットにて【蚤の市】に出店いたしました。
ハンドケアやキッズネイル、ネイルケア等々多くのお客様にご来店頂きました。

『美人チーム』
と周りの出展者さんたちが大騒ぎ♪

まだまだ、施設への訪問が厳しいので、
イベント出店に力を入れ、
福祉ネイルの認知度を少しでも上げられるよう
活動していきます。

【コラボイベント出店】
4/25、5/23に佐賀県小城市にて、手相占いとのコラボ企画実施しました！
市民団体のご担当者様が福祉ネイルにご共感くださり、今後も
月一ペースでイベント開催していく予定です♪

写真のアクリル板は、地域の大学生が
描いてくれたヒマワリです。

「このコロナ禍で暗くなった空気を少
しでも明るくしたい」
という想いがこもっています。

皆様もシンプルなアクリル板を素敵に
彩られてみてはいかがですか？


