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協会からのお知らせ

発行：一般社団法人 日本保健福祉ネイリスト協会 〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町2-8 MAIL: fukusinail@gmail.com 

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）に開催が決定！

【介護の日】の11月11日より参加(視聴)申込みが開始しました。

①視聴・抄録PDFデータ1,000円
②視聴・抄録PDFデータ・抄録冊子 3,000円(+送料)

あ

お申込みはフォームはこちら⇒

お申込み後のBASE決済となります
あ

第1・2回の抄録冊子は各3000円(+送料) 協会BASEにて販売中です
過去の研究集会の抄録は協会HPよりPDFでもご覧いただけます。

◇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。

11月からZONE会議が始まりました。トップバッターは北海道・東北の地域の
皆様方といま悩んでいることなどを共有しました。
あ

地域ごとのお悩みがあることがわかりました。各ZONE会議の様子は、終了後に随時協会
YouTubeにアップしておりますので、ご覧ください。
あ

今後のZONE会議日程 協会より随時メールにて申込フォームをお送ります
あ

■ 北海道・東北 ■ 北関東Z O N E ■ 南関東Z O N E … 開催終了
■ 東海・中部Z O N E（愛知)名古屋栄・名古屋千種/(三重)津/(山梨)南アルプス/(静岡)沼津…2022年1月16日(日)11時
■ 北関西Z O N E（大阪)心斎橋・茨木・塚本/(兵庫)豊岡・丹波… 2022年1月26日(水)11時
■ 南関西Z O N E（和歌山)田辺・和歌山/(奈良)奈良/(大阪)岸和田・河内長野… 2022年2月18日(日)21時
■ 中四国・九州Z O N E（岡山)北房校/(広島)広島･呉･大竹/(愛媛)松山/(香川)香川/(鳥取)米子/(福岡)小倉/(佐賀)鹿島･みやき…2022年3月4日(金)21時
あ

お住まいや、卒業校に関係なく、地域外のZONE会議にも参加可能です。奮ってご参加ください。

↑第一回研究集会の様子

2019年に福祉ネイリストの皆さまのために発足いたしました

『 Z = 全員の O = 想いや N = 願いを叶えて E = 笑顔になる 』Z O N E会議が再開しました。

↑北海道・東北の様子

オンラインサロン（有料）
では美容レクの冊子作りをしております。
みんなのアイデアが詰まった美容レク冊子
作りを是非一緒に楽しみませんか？
あ

【ご参加方法】
協会のオンラインサロンにご入会を
お願いいたします。
https://fukushinail.jp/onlinesalon

福祉ネイリスト流営業力を身
につけよう勉強会（無料）

うっかり目標を達成してしまう！と言
うワクワクなセミナーです！勉強会は
毎月行っておりますので分からない事
はお気軽にご質問くださいませ。

天然由来100％キューティクルオイルの販売開始のお知らせ

ハンドトリートメントの施術をゲルクリームに変更してから、香りを楽しむ製品が
なくなりました。
香りを楽しむことは【ＱＯＬの向上につながる】と、以前より協会では考えておりました。
そこで鳥取大学の研究により、アロマによる認知機能の改善が見られたという研究結果が発表
されましたので、その配合を同じくして作成いたしました。

キューティクルオイル２種類の販売開始いたします。
◆ローズマリーカンファ―×レモン ◆ラベンダー 各30ml

※光毒性を考慮してエッセンシャルオイルの分量を控えております（1%より低い0.5%）

令和3年秋期
新認定講師が誕生しました

敬称略
あ

新認定校
神田恵梨子（広島西広島校）
神本智加（岡山北房校）
島田巴（神奈川茅ケ崎校）

長尾あや（静岡沼津校）

認定校所属講師
前野美穂（大阪心斎橋校講師)
加藤美樹（栃木足利校講師）

認定校条件等は協会HPご参照ください。

トリートメント前に、爪先（ハイポニキウムの部分）に
垂らしてなじませ、ゲルクリームでマッサージする
ことで、香りの効果と、トリートメントでは補えない、
指先の保湿効果があります。

協会HPのバナーよりご購入ください

https://youtu.be/GCBuoT8CfRc ⇒

https://youtu.be/GCBuoT8CfRc
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～大阪府河内長野校～

先日、大阪河内長野校A＆Mを開催しました。
ネイリストのためのパーソナルカラー講習でした。

外部講師の出水さんをお招きし
『色の特徴や肌写りがよく見える合わせ方』などを
学びました。
今後の活動に活躍するカラーチャートの
たっぷり宿題もあって深い内容の勉強会となりました。

認定校を超えて仲間たちが集まり、情報交換などもあり
リアルで交流する時間はとても楽しかったです。

～和歌山県田辺校～

～大阪府岸和田本校～

11月に介護の色彩セミナーをzoomでおこないました。
高齢者の色の見え方など勉強しました。

放課後デイサービスの方と面談しました。
12月にネイルレクリエーションでお仕事の依頼をいただき
来年は卒業生さんと共に利用者さんと喜んでいただけるよう
全員で取り組みます。

身体障がいの生徒さんが
ご卒業されました。
今後は、うつ病の患者さんへの
支援などで福祉ネイルを
取り入れたいとおっしゃり
活動を始めました。 （写真⇒)

～和歌山和歌山校～

和歌山校の卒業生もコロナに負けず
活発に活動しております！

月に1度の定期訪問で次のネイルデザインを考えて
頂くほど、利用者様にとても喜んで頂いております。

コロナも収束に向かい和歌山田辺校もやっと動
き出しました。
親子で福祉ネイリストの資格を取得してくれた
おふたりと社協様へ訪問しました。
男性にもトリートメントが大人気！！

【ハロウィンイベント 】

季節を感じて頂きたいとハロウィンの
被り物を準備して訪問致しました。

ネイルとともに歌のレクリエーションを
合わせ楽しんで頂きました。
一緒に歌ってくれる利用者様と
楽しい時間を過ごしました。
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～兵庫県豊岡校～

コロナ渦ということもあり、なかなか思うように活動や授業が出来ていない
中ではありましたが、
2021年4月上旬には兵庫県香美町にて、春のさくらのマルシェのイベント参
加し、香美町社会福祉協議会 本所 事業課 生活支援兼地域福祉活動コー
ディネーターの方と繋がることができ、今年の香美町いきいきサロン講師の
ご依頼を頂けました。
また、感染状況の様子をみながら、
豊岡市内の在宅訪問ネイルの継続もさせて頂きました。
11月には豊岡市県民局webメディア「夢但馬」さんより
福祉ネイリスト活動についての思いや、兵庫豊岡校の授業風景の様子の取材
依頼を頂けました。(12月掲載予定)

福祉ネイリストさんご希望の生徒さんは、コロナ渦だからこそ今資格取得を
したいと強い思いの生徒さんもいらっしゃり、少しずつですが、
私の将来のビジョンである「各地域、施設に福祉ネイリストが一人はいるこ
と」に前進はしているかと思います。
今後も北近畿に福祉ネイルで元気&笑顔を与えられるように活動していきた
いと思います。」

～兵庫塚本校～

「ケアテックス大阪で、パンフレットを持ち帰りして頂いた施設様のご担当者様から協会に連絡頂き
「秋の文化祭」イベントへ塚本校生徒さん3名と衛生管理を徹底し参加させて頂きました。
文化祭は皆さんプロ級の腕前の出展で、私達もまだまだ学ぶ事練習する事が沢山あると、刺激を頂きました。
ネイルは元気なご利用者様達への施術で、ネイル経験者の方も多数いらっしゃいましたが、久しぶりのネイルに
心華やぎ沢山の笑顔を頂きました。
定期方面はまだ、決まっておりませんが、早くも次回のご予約を頂いたご利用者もいらっしゃり
コロナ禍で訪問先が少ない今、頂いたご縁を大切に、是非定期訪問に繋げていきたいと思います。ケアテックス大阪に参加頂いた福祉ネ
イリストさん達にも感謝致します。」

北関西ブロックだより

～兵庫丹波校～
「少しずつ福祉ネイルをご存じな方が増えております！
新聞社様、青年会議所様、介護関連会社様から取材を受けました！

高齢者施設だけでなく、若者支援センターやイベントへの出店、
地元老人会などで福祉ネイルをさせて頂き、福祉ネイリスト仲間も
増えてきました！
田舎は田舎ならではの方法で、これからも活動していきます!」

～大阪心斎橋校～

大阪心斎橋はコロナの影響も大きくなかなか福祉ネイリスト同士の交
流ができないなか、約2年ぶりにみんなで顔を合わせてアートミーティ
ングを開催しました。簡単にできるクリスマスアートと営業の仕方、

意見交換をズーム開催と並行しました。
コロナ禍でみなさんの創意工夫された活動の内容を
聞けてとても学び多い時間となりました。
やっぱり顔を合わせて仲間とお話しできる時間は
みなさん活き活きされていて素敵でした！
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～東京都多摩校～

多摩校では、生徒さん達が協力し合って率先して仕事に結びつけたり、皆んなのために次の仕事へ結びつくように
【福祉ネイル体験会】を色々な形で行ってくれてます。
福祉ネイル卒業時に書く作文には、一人一人の想いが溢れていて、
皆様が初心を忘れずネイルの力で沢山の方に笑顔にしてくれてます。

講師の私からしても本当に尊敬する生徒さん達。
今後も沢山の方へ福祉ネイルを届けてくれる事を陰ながらサポートし、
生徒さん達だけでも力を出し合い協力し合って福祉ネイルの素晴らしさを
伝える活動をしてます。

～東京都秋葉原校～

2021年11月27日（土）第2回アート＆ミーティングを開催いたしました。
同じ志を持つ仲間との再会は、やっと会えた―という皆様の笑顔で溢れ、今の想
いや福祉ネイルの活動状況、現状などを各自お話下さいました。

福祉ネイリストとしての活動はできていないが、この会に出席することで、
少しでもモチベーションのアップに繋がり、福祉ネイルへの想いを再燃させる
卒業生もいたり、とても有意義な時間となりました。

協会の勉強会、加算についての意見なども交わされ、皆さんとたくさん意見交換
ができた勉強会になりました。また、同窓生が集まることによって新たなつなが
りも生まれ、近所の仲間、気の合う仲間同士でどんどん活動の輪を広げていって
もらいたいと思いました。

後半は、みんなでクリスマス＆お正月のアートを考え、
たくさんのアートが生まれました！

各校では、アート＆ミーティング、各地域ではZONE会
議も行われていますので、同じ志を持った方々が出会
い、また新たなチームができ、地域や社会に福祉ネイ
ルで貢献できる素晴らしい集団ができるという期待で
胸が膨らむ、今日この頃です。
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～栃木足利校～

～埼玉深谷校～

埼玉深谷校ではコロナ禍の中、福祉ネイル認定校となりました。
施設様で実地研修開催ができるか不安のあったそんな中、施設様にて生徒さん達皆さん無事に実地研修を行わせて
頂くことができました。皆さん実際に施設様にて行うのははじめての福祉ネイルに、
最初は「緊張します！」「きちんとできるかなぁ」と心配されていましたが、
あ

実施研修された皆さん勉強した事を忘れずにたくさんの笑顔やお話することを大切に
とてもいい雰囲気あで終えることができました。
あ

ご利用者様にも施設のスタッフ様にもとっても喜んで頂きたくさんの笑顔を頂きました。
それにより生徒さん達も本当に喜んでくれて、
「やっぱり福祉ネイルは素敵なお仕事だと思いました！」
「早くもっとたくさんの方に喜んで頂きたいと思いました！」
と、ますますやる気あふれたようです！
あ

これからもご利用者様に【癒し、元気、希望】をお届けできるよう、
そんな福祉ネイリストの存在をたくさんの方に知ってもらえるよう
活動していきたいと思います。

10月31日、『認知症になっても安心して暮らせる街』を目指すRUN伴に参加させていただきました。
RUN伴への参加は４年目、毎年恒例のイベントとなっています!
今年はコロナ対策として、足利市アピタでの展示ブースへの参加となりました。

来年こそは、今年の分まで笑顔でイベントを盛り上げたいです!!

11月から久しぶりに対面
での講習を再開♪

緊急事態宣言中は、
県をまたぐことが出来ない生徒
さんとリモートで講習をしてい
ました。

新しい講師が誕生しました！

新しく足利校認定講師となりました、
加藤美樹です。

足利校を盛り上げていけるように
頑張ります
皆さん、よろしくお願いいたします。
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【当別在住 向井聖美さん】
当別町地域福祉ターミナルにて毎月行われている交流サロンで
福祉ネイル体験をさせて頂きました。

コロナ禍ではありましたが、沢山の方に集まって頂き、久しぶりの開催で、
みなさま再会をとても喜んでおられました。
明るく元気な方が多く、ネイルも楽しんで頂きたいと思い、ネイリストという
立場から爪の大切さについてなどのお話もさせてもらいました。

交流サロンのお手伝いに来られていた医療大生とスタッフの方々にも
体験していただき、とても喜んで下さりました！

それから2ヶ月後に訪問させて頂いた時、前回ネイルをした感想として
「しばらくついてた」「気分が上がった」「人から褒められた」「定期開催して貰いたい」
などのお声もいただきました。

皆様を元気に！笑顔に！させて頂けたことが、とても光栄で、私も皆さんからパワーを頂け
た事に感謝と共にこれからも続けて行きたいと心から思えました。

～北海道札幌校～

～岩手盛岡校～

「KIDSおしごとランド」にて福祉ネイリストの紹介をしました。

子どもたちにネイルチップを作ってもらい、
『７７人のちびっこネイリスト』が誕生しました。

最初は緊張した表情の子も、チップに色が付くと笑顔があふれます。
私がおばあちゃんになった時、この『７７人のちびっこネイリスト」中から
福祉ネイリストになった子に会えたらうれしいです。

【稚内在住 葛西ゆかさん】

10/30 31の2日間、稚内市の唯一の銭湯「みどり湯」様の
ハロウィンイベントに福祉ネイリストとして出店させて
いただきました。

場所が銭湯という事もあり、老若男女問わず、様々な年代の方と
接する機会にもなり、入浴後、施術を受けてくださった
男性の方々にも爪磨きやハンドトリートメントは
大変好評でした。

初めて福祉ネイリストとして活動しましたが、
今後の改善点を確認する事もでき、とても実りある経験となりました。ありがとうございました。

ABS秋田放送「まちなかSESSIONエキマイク」ラジオにて、福祉
ネイルの紹介をしました。

これまでの活動を紹介し、コロナを経て今後どのような活動をしてい
きたいかなどをお話ししました。
原稿なしの生放送で緊張しましたが、福祉ネイルの活動で感じた
皆さんの笑顔の様子をお伝え出来たのではないかと思います。
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～広島呉校～

3年前に起った西日本豪雨災害の復興イベントに参加してきました。
地域の大人たち、自治会、子ども会が中心となり、
被災当時、いろいろなことを我慢したり、家族や周りの方たちのお手伝いを
頑張った子どもたちの為にイベントが開催されました。

～佐賀みやき校～

複数のイベントに参加いたしました！
市民団体とのコラボイベントで、地域の方々や地元の学生さんが
盛り上げています。福祉ネイルも毎月参加しています。

日時：11月21日
場所：安芸矢野ニュータウン中央公園
参加メンバー：野間美由紀/野間由里子/橋本真理恵/道祖田弥生

～福岡小倉校～

宮崎県にある住友生命新門川中央支部にて
住友生命のお客様や地域の方々をご招待してのイベントが開催されました。

場所：住友生命新門川中央支部(宮崎県)
参加メンバー：蔡燕華

町内のヘルパーステーションのイベントで、高齢者による手話
での歌や、子どものピアノ演奏などもあり、幅広い方々に福祉
ネイルをお伝えしてきました。

日時：12月5日
場所：佐賀県みやき町
参加メンバー：平井理沙

場所：佐賀県小城市(10/24、11/28)
佐賀県みやき町(11/13、14)
参加メンバー：平井 理沙


