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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

～バリアフリー2021に参加しました～【８/２５日（水）～２７日（金）、インテックス大阪】

ハンドトリートメント商材でお世話になっている、株式会社ベルマン様に今回も福祉ネイル体験ブースを設置いただき、
ハンドトリートメント/爪磨き/カラーリング（ｱーﾄ1本)のうちご希望のメニューを施術させていただきました。

協会からは、7名の福祉ネイリストが参加し、福祉の分野を目指す学生さんをはじめ、介護士、看護師、施設管理者様や
メーカー様など多くの方に体験いただきました。福祉施設からも
「コロナが落ち着いたら是非来てほしい」とのお話もいただき、充実の3日間でした。
機会をくださった、ベルマン様ありがとうございました。

～現在進行形の協会の活動はご存じですか？～

◆オンラインサロン
2020年3月より始まった福祉ネイリストのためのオンラインサロン。サロンでは福祉ネイリストがワクワクする
企画が満載です。現在は【日本一活用出来る美容レク冊子を皆んなで作ろう】をコンセプトに楽しみながら勉強をしています。

◆アワード説明会◆研究集会勉強会 2022/3/19の開催予定に向けて、各説明会や研究発表の勉強会を随時開催しております。
◆福祉ネイリスト流営業力(知識)を身につけよう！勉強会 佐藤先生も交えて､営業について様々な内容を参加者で勉強しております。
◆理事長のこそこそ話 毎月1回、荒木理事長の月間活動報告をzoomにて開催しております(約1時間)。
◆彩爪介入プロジェクト

回想法を用いて利用者様の思い出を先にアンケートなどで聞き出し、その思い出をﾈｲﾙｱｰﾄやｶﾗｰに表して施術し、語り合う事で利用
者様のBPSD の軽減に役立てたり、日常に充実した時間を持つ事で日々の生活に活気を取り戻し健康長寿に繋げていくものです。

◆想起ネイルシール研究チーム
「想起ネイルシール」を使用した回想法ネイル研究を行っています。

協会事務局より、開催や募集のメールは登録時のメールアドレスに随時メール送信されています。
メールが届かない方、メールアドレスの変更は事務局までご連絡ください。

明治安田生命保険株式会社様とのコラボ体験会は緊急事態宣言の延長が行われたため、延期となりました。
岐阜ねんりんピック2021は開催が中止となりました。

7月5日京都医健専門学校様よりご依頼があり
3度目の特別授業を行いました。京都医健専門
学校様では、以前より当協会を応援してくだ
さっており研究集会ではスポンサーになって
いただいております。
9月23日には同校のトータルビューティー科の
コンテストの審査員としてご招待を受けてお
ります。

7月29日、伊勢神宮にて当協会
の設立6期目の無事終了の
お礼参りに行き
ご祈祷をして
いただきました。

8月14日、福祉ネイリストを題材にしたミュージカル【てんしごと】が再演され
ました。国立文楽劇場という歴史ある建物で公演は行われ、WEB配信でも多くの
方々にご覧いただきました。来年も、【てんしごと】3回目の公演決定と伺って
おります。今からとても楽しみですね。
詳しい内容は劇団WAO様のHPをご覧ください。 https://www.gekidan-wao.com/

◇日本保健福祉福祉ネイリスト協会では社会情勢に合わせ
【JWHN感染症マニュアル】を作成し、対策を徹底し活動しております。

～業務提携のお知らせ～
7月6日介護福祉特化のお手伝いプラットフォーム【スケッター】を運営する
株式会社プラスロボさまと業務提携をいたしました。登録をしていただくと
介護施設に活動の場が広がります。お手伝いをしながら施設様とはどういうもの
かを知っていただくチャンスが広がります。
※福祉ネイリストとしての仕事を保証するものではありません。あくまでも施設様へのお手伝い募集です
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～大阪府河内長野校～

大阪河内長野校、講師杉岡と卒業生の岩本さんで、彩爪
プロジェクトを８月末より開始いたしました。

彩爪プロジェクトとは認知症または認知症の症状がある
方々を対象として、回想法を用いた福祉ネイルを施すこ
とで効果が得られるかの臨床研究です。
佐藤先生と数名の福祉ネイリストさんが中心となり、数
人で論文の基礎資料の構築をいたします。一人より大勢
で取り組むとビッグデーターを得られるという利点があ
ります。

大阪河内長野校でも何かご協力をしたく、５月より地域
の連携機関にアプローチし、２施設１２名の高齢者のデ
ーター収集の開始を出来ることになりました。コロナ禍
で神経質になる施設さんが多い中、前向きに担当者まで
配置くださり協力をいただいています。３ヶ月で計６回
のマニキュア介入によりにどのような変化があるか楽し
みです。

また、当日は地元の看護学科がある高校生が研修に来ら
れていました。興味を持ってくださって、メモもたくさ
んとっていました。

この資料が福祉ネイリスト協会と全国の福祉ネイリスト
さんの財産になると嬉しいです。

～和歌山県田辺校～

福祉ネイリスト流営業力を身につける勉強会】無料
【日本一活用出来る美容レク集を作ろう】オンラインサロン(有料）の
毎月の勉強会に参加させて頂いてます。
全国の福祉ネイリストさんと共に沢山の
学びがあり嬉しく思います。

～大阪府岸和田本校～

障がい者のグループホームにお勤めの方が生徒さんで習いに来られま
した。
そこのオーナー様にお声掛けをいただき、堺市の「しののめハウス」
様で卒業生の福祉ネイリストさん達数名も参加してネイルの体験会を
させていただきました。利用者さんがネイルをする事で初めて話して
くれた事やいままでに無い笑顔をみせてくれたと施設の方々に喜んで

いただきました。

和歌山県田辺校に親子の福祉ネイリストが誕生しま
す！！
ママは福祉関係のお仕事をされておりますが、年齢
は気にせず人生の新たなチャレンジだそうです。
一緒に活動できる日が楽しみです^ ^
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～兵庫県豊岡校～

兵庫豊岡校 卒業生紹介第2弾です。いつも明るく笑顔の素敵な吉高さん
福祉ネイリストへの思いや今後の活動について ご紹介致します。祝！兵庫県北部初めての福祉ネイリストさん誕生です！

皆さま、初めまして。兵庫豊岡校の吉高と言います。
私は兵庫県北部の城崎というところに住んでいます。城崎は温泉で有名な観光地の一つです。
実家が旅館を営んでいましたが、数年前に女性専用の『ゲストハウス』としてリフォームし、
今は姉と2人で経営しております。
福祉ネイルを学んで何がしたいか？そんな質問を入学時に聞かれ

①みんなに気軽にネイルをしてあげたい
②うちに泊まって頂いたゲストさんにネイルをしてあげたい。

この２つが頭に思い浮かびました。

ゲストさんの素敵な旅の思い出の一部になれればな。と｡｡うちに宿泊されるゲストさんは、日本の方と外国の方が半々ぐらいだったので
、外国のゲストさんには日本らしいネイルを…。日本の方は人生に疲れた…。という方が思ったより多かったので、お話を聞きながら、
ハンドマッサージで癒しを…。そんな事が出来ればいいな。と思っています。早くそんな普通の生活が戻ってくる事を願っています。

今、世の中は新型コロナウイルスで大変な状況に置かれています。『自粛生活』という言葉が流
行っているほど、自粛、自粛の毎日で、なかなか思うように動けません。でもこんな時代だからこ
そ、気軽にネイルが出来る福祉ネイルの存在をもっと広めなきゃな。と思いました。感染対策は必
須ですが、ネイリストが自ら色んな所に訪問出来る事は、福祉ネイルの強みの一つだと思います。

コロナ禍の中で思うように活動出来ませんが、今は自分の技術を磨く時だなと…。
出来る事をできる範囲で。
私の好きな言葉の一つでもある『ピンチはチャンス！』で
この状況も乗り越えていきたいと思っております。

最後になりましたが、コロナ禍で思うように授業も出来ない中、
無事に福祉ネイリストの資格も取得できました。素人の私に丁寧に指導して
下さった吉岡先生には本当に感謝しております。
これからも頑張って参りますので、よろしくお願い致します。

～大阪府茨木校～
ソーシャルディスタンスと感染予防を徹底し7/31に茨木校のアート&ミーティングを
開催いたしました。
前半は秋のアート2種類シェアをし、後半は「高齢者のスキンケア」、「福祉ネイルの営業」
をZoomでのオンライン参加を含めて、皆で話し合いました。

*「福祉のお仕事の魅力発見フェア〜Charm（チャーム）」に参加 (2021/8/7 千里阪急ホテル)*

一昨年に続き、参加させていただきました。昨年度はコロナの影響で開催中止となっておりましたが、

今回2度目の参加となります。ネイルブースは盛況で合計で30人以上の方に施術させていただき、

また、施設やイベントへというお声がけも、いただきました。

参加した、茨木校のメンバーも久しぶりのイベント参加で楽しく福祉ネイルの活動ができました。

盛田さん：初のイベント楽しかったです♪これからもたくさん参加したいなと思いました。準備などもたくさんありがとうございました。

下山さん：本日は参加させていただき、ありがとうございました

久々 のイベント参加で、色々 と勉強になったのと同時に、自分自身もっと福祉について、深く知識を得ようと思いました！

有山さん：お天気にも恵まれて(暑かったですが)、イベントもいい経験&勉強になり、出会いもあり、とても楽しかったです。

ご一緒してくださったみなさん、ご準備してくださったみなさん、ありがとうございました。

またぜひいろんなイベントや訪問にも参加させていただきたいので、今後ともよろしくお願いします。

藤原さん：思ってた以上に来場者が多い盛況のイベントでした。主催の方にネイルブースが一番のお客さんの入りだったと聞いて嬉しかったです。就活イベント

との事で、若い子が多いのかな？と思ってネイルを用意していったのですが、全然そんな事なかったです。転職活動として来られる方が多かったです。

私が施術したお客さんの内2人は、病院から介護施設へ転職しようとされている看護師さんでした。

他にも施設の調理場で働きたい調理師さんが転職活動に来られたりして、さまざまな方のお話しを伺う事ができました。

介護施設は介護職だけでなく、いろんな職種の方が関わって成り立ってるんだなあと改めて思いました。

北関西ブロックだより
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～千葉県浦安校～

8月20日 浦安校在校生・卒業生で『営業資料を作ろう勉強会』を開催しました。
全3回の勉強会のうち、第1回目はオンラインで参加者は8名。第2回目はオンライン8名、オフライン3名の方
が参加しました。
浦安校の受講生はそのほとんどが卒業したときにはすでにコロナ禍で、訪問先が決まっていないままの方が
多く、

・実際に営業に行けない
・どうやって営業すればいいのかわからない
・実績がないから不安
・営業ってどんなこと話せばいいの？
・実際にお仕事に繋げるまでの流れが知りたい
・まずなにから準備すればいい？

など不安を抱えています。
これらに対してみんなで協力して意見を出し合い、コロナ禍の今だからこそできること、コロナが落ち着い
たらすぐに動き出せるための準備を進めています。
実際に資料をつくって説明できるようになることも目標の一つですが、それだけではなく
『自分が心から行きたい施設に福祉ネイルの素晴らしさを伝えてその施設で施術させていただくこと！』
『福祉ネイリストとして活動を広め、たくさんの施設やご利用者様に喜んでいただくこと 』
をゴールに設定して取り組んでいます。

～東京都自由が丘校・東京都秋葉原校～

9月18日、19日、20日、23日の4日間
東京都町田市にあります、龍澤山祥雲寺にて
【寺フェス２０２１秋の陣】に自由が丘校、秋葉原校２校合同で参加いたします。
第5回福祉ネイリストアワードのグランプリを受賞された、高岡加奈子さんの薬膳カフェも併設しています。
薬膳カフェの取り組みを応援してくださる方々からのお心付けによって、
このカフェは運営しています。多くの方から、『コロナ禍でもやるべき』という応援を受けて、
コロナ禍での福祉美容の形を周りの方の思いとともに、作っていけたらと思います。

※画像は以前の開催時の様子です
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～神奈川県中央林間校～

～山梨県南アルプス校～

コロナ禍で、なかなか活動できない日々が続きますが、そんな中でも 地域の皆さんに喜んでいただける事ができ
ないかと試行錯誤しています。 そんな中、今までの活動を見てくださっていた地元のテレビ局からご連絡を いた
だき、南アルプス校を代表して時田律子さんの密着取材をしていただきました！
ネイルケアリスト・福祉ネイリストとして活躍する時田さんに、お話を聞きました♪

2020年9月開校以来、福祉ネイルを学びたいという方が徐々に集まって
きました。今ではかなり遠方からも通ってくる方もいらっしゃいま
す。

福祉施設に勤務されていたり、ネイリストだったり、福祉美容に携
わっていたりと様々な仲間がいます。
お互いの得意な分野を生かしつつ、助け合いながら課題に取り組んで
います。

ネイル経験のない方は、カラーリング、アート、ファイリングどれを
取っても初めてだらけで悪戦苦闘していますが、確実に上達し自信も
付いてきています。
生徒同士で教え合ったり協力し合うことが、頑張る力になっているよ
うです。

また、福祉ネイルの講座で入学したのち、もっと専門的に学びたいと
思うようになり、ネイリスト検定を目指す方もい
て、皆さん前向きに取り組んでいます。

実施研修を終え、福祉ネイル活動を
始めるようになった後も、情報交換
や技術の向上など交流の場として
スクールに集まれるような環境を
作っていきたいと思います。

Q. 密着取材受けてみてどうでしたか？
A.(活動が止まっていた時期だったので)不安しかなかったのですが
(^^;、福祉ネイルを知らない方たちに観て もらえて、たくさんの反
響をいただきました。 『素晴らしい活動だね』と言っていただくこ
とが多く、本当に良かったと思いました。

Q. 久しぶりの訪問はどうでしたか？
A.緊張しました！！！ が、利用者さんが私のことを優しく受け入れ

てくれたので、あっという間に話に花が咲いて、直ぐに緊張が 解け
ました(^∇^) 『お家帰って、お父さん(ご主人)何て言うかなぁ』っ
て話してくれた笑顔を思い出すと今でも嬉しくなりま す♪

Q. これからの想いがあればぜひ
A.今のご時世、難しいところではありますが、ネイルした後の嬉しい
がいっぱいの笑顔が、もっともっと増 えればいいなぁと思います。
これからも、たくさんの皆さんに笑顔をお届けできるように、南アル
プス校としても頑張っていきたいと 思います。

https://youtu.be/iGiuKPume2w

こちらの放送のYouTubeになります。

YBS山梨放送
夕方の人気番組「ててて！TV」

https://youtu.be/iGiuKPume2w
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昨年、福祉ネイルを取材してくださったデザイン事務所が主催する
「a.womanミニマルシェ」に呼んでいただきました。秋田駅ビルでの開催
ということで年代を問わずたくさんの方にお会いし、福祉ネイルの宣伝
ができ、その中に以前盛岡で福祉ネイルを体験したというお客様がお越
し下さり、福祉ネイルの広がりを実感しました。

また、キッズを対象としたお仕事体験イベントへのお誘いもあり、福祉ネイリストのやりがい等を子供たちに伝え
ネイリストの仕事を体験してもらう予定です。

さらには、【あきた乾癬友の会】様より、お電話で「乾癬でもネイルできますか？」「乾癬患者で爪や指に症状が出て
いても、ネイルをすることで前向きな気持ちになれるのではないか？」という相談がありました。
乾癬・リウマチ症状のある佐藤代表へのネイル施術の動画を撮影し、福祉ネイリストについてお話をさせていただきま
した。
コロナ禍で、通常の福祉ネイルの活動ができない日々ですが、ネイルサービスを通じて皆さんに笑顔・元気になっても
らいたいという根底の思いを大事に福祉ネイリストとしての活動・宣伝を頑張っております。

～岩手県盛岡校～

～宮城県名取校～

福祉ネイル活動の取材を受けました。
6月に宮城県のTBC東北放送(テレビ局)と河北新報
社(新聞社)から取材を受ける機会がありました。
テレビ局は「SDGの17の目標のうち
NO.3すべての人に健康と福祉を」
新聞社は「コロナ禍おしゃれをして心身元気に」
という2つテーマで福祉ネイルを紹介していただ
けました。

取材当日はいつもと変わらない福祉ネイルを行いました。カメラがあるので緊張しましたが、利用者様の表情の変化
や会話内容は本来の様子を見ていだだけだと思います。ドラマチックなことも多く感動的な時間でした。

今回の取材で共通していたのは、福祉ネイルが未来に必要とする仕事として見ていただけたこと。
コロナ禍で思うように活動ができずにいますが、ちゃんと見てくれている方がいます。「この先必要とされるお仕事
として活躍できる取組み」というありがたい言葉をいただけました。励みになりますね！

今回、千葉浦安校の東條先生と大阪河内長野校の安保先生にお繋ぎ頂き、
愛知県西尾市にあるチャレンジドダンスチーム【mixjam】の皆様と
盲目の歌姫【若渚】さんのライブイベント前に福祉ネイルをさせて頂きました。

～名古屋栄校～

最初は「初めてのネイルでとても緊張している。」と表情や手が強張っていたのですが、
ネイルを塗り始めると目を輝かせて「わぁ！私の手じゃないみたい！」「嬉しい！みん
なに見せたい！」と喜んで下さいました。
またご家族の方も「ネイルを塗ってあげるなんて考えもしなかったけど、喜んでる子供
の顔を見てこれから家でも塗ってあげようと思う！」「目が見えないからネイルは意味
がないと思っていたけど爪に付いているのが触ってわかるから喜んでた！」と感動され
ていました。
イベント当日には歌声とダンスも見させて頂き、活き活きした表情や力強さに私たちも
とても感動しました。ステージにも上がらせて頂き、JHWNの取り組みも話させて頂きま
した。

福祉ネイルはみんなを笑顔にし幸せの輪が広がるので、改めて福祉＝美容が当たり前に
なるように、人と人との繋がりを大切にして、福祉ネイルの価値を広めていきます。
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～佐賀みやき校～

佐賀県みやき町に、健康を軸とした施設 【メディカルコミュニティみやき】が開設され、
6/26・27のオープニングイベントに福祉ネイルとして参加いたしました。

イベント時には、子どもから高齢者、男性、様々な方に福祉ネイルを体験して頂きました。

現在、コロナウイルスの影響で催し等が延期となっていますが、再開した際には定期的に参加して
いく予定です。
地域包括支援センターやストレスケア、トレーニングジムなどが備わる予防医療と地域の交流を目
的としたこの施設で、コミュニケーションを大切にしながら
福祉ネイルを広げていけるよう頑張りたいと思います。

～広島県広島校～

全国発！！メンズ福祉ネイルチーム発足！！
男性福祉ネイリスト2名がタッグを組み、チームとして活動を開始します！

福祉施設だけでなく、マルシェや各イベントにも出店予定。
チームとして活動することで、よりいろいろな方に興味を持って頂くことが
狙いです。

働くすべての人のためのオウンドメディア「HareDas（ハレダス）」に掲載されました。
福祉ネイルに対する想いをインタビューして頂きました。

広島校は、男性福祉ネイリスト在籍数全国一を目指します！

https://haredas.jp/shogo
_nakao_210622/


