
第10号(2022･3月) 
1/7Ｐ

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 

第3回研究集会及び第6回福祉ネイリストアワード
が2022/3/19(土)に開催されました。ご参加ありがとうございました。

2度目のオンライン開催となりましたが、沢山の方に視聴いただきありがとうございました。
研究集会の演題の数々はどれも素晴らしく、研究内容の抄録もますます充実しております。
福祉ネイリストアワードには書類選考で選ばれた6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、本年度も多くの協賛金や協賛品のご協力をいただき、本当にありがとうございました。
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。
受賞者の喜びの声として、協会SNSでお伝えしていく予定です。

見逃し配信のアーカイブは4/19まで可能となっております。
まだ、ご覧いたただいていない方はこちらから申し込みください。
①見逃しアーカイブ視聴・抄録PDFデータ 1,000円
②見逃しアーカイブ視聴・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

【研究集会】結果

【福祉ネイリストアワード】結果

【グランプリ】
髙橋奈緒さん(千葉県千葉校)
「福祉ネイル活動について」

福祉ネイリストになられこれから活
動しようと思っている方、又はコロ
ナ禍で思うように活動ができなく苦
戦されている方への活動のヒントを
発表されました。

【協会奨励賞】あいうえお順

岩本美香さん（大阪府河内長野校校)

岡林華奈子さん（三重県津校）

蔡燕華さん(福岡県小倉校）

白井舞さん（大阪府塚本校）

西林一保さん(広島県広島校)

【奨励賞(だんじり賞)】発表者：あいうえお順

内海紀公子さん 岡林華奈子さん 加藤和歌子さん 高橋慶香さん

辻奈美さん 戸田美那さん 萩原まやさん

研究発表の抄録内容は今後協会のHPにて配信予定です。

協会からのお知らせ①

【JHWN学会賞】

認知症高齢者を対象と
して彩爪介入を用いた
回想法の効果検証を目
的とした取組
発表者：高橋 慶香さん

宮城名取校

【JHWN協会賞】
コロナ禍で訪問困難となった
施設や利用者との繋がりを継
続させる取り組み
～福祉ネイルに関するニュー
スレター送付を行なった施設
職員へのアンケート調査

発表者：木嶋 沙綾香さん
宮城名取校

【JHWN協会賞】
国際大会に出場しているス
ポーツ選手におけるネイル
の有用性に関する研究
～競技者と指導者における
ネイルに対する意識調査を
通じて～

発表者：内海 紀公子さん

東京秋葉原校

【JHWN協会賞】
「想起ネイルシール」を用い
た回想法ネイルに関する検
～コロナ禍における介護現場
の課題解決に寄与できる
“ネイルレクリエーション”
の提案～

発表者：古賀 麻美さん
三重津校

【JHWN協会賞】

農業従事者が多い地域にお
ける福祉ネイルに関する意
識調査～地域おこし協力隊と福
祉ネイル活動のコラボレーショ
ンを通じて気付いた福祉ネイル
を普及する為の課題～

発表者：平井 理沙さん
佐賀みやき校

【特別賞】
爪切り動作が困難な障がい者の爪切りを福祉ネ
イリストが実施して満足度を高める取り組み ～
シングルケーススタディ／脳性麻痺の男性への
爪切りを福祉ネイリストが介入した事例～
発表者：藤原愛さん 大阪茨木校
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◇現在48校1300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◇
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【ZONE会議】が再開催されております

東海・中部、北関西、南関西・中四国・九州が無事に終了
しました。（その様子はyoutubeにupしております）
ZONE会議の中で
①コロナ禍で何をすればよいのか
②料金設定はどうしているのか
③相談し合える仲間が欲しい
④継続して利用してもらうにはどうすればよいのか

等の質問があり、参加者の中からアドバイスや意見交換でき、ほとんどの質問に対して解決に
向かう事が出来ました。ご参加の皆様ありがとうございました。

来期もたくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

協会からのお知らせ②

【和歌山市役所訪問】

和歌山市役所に要望書をもって訪問いたしました。
議員連盟を立ち上げてくださっている元和歌山県議会議員･立
谷誠一先生と共に、和歌山市議会議員･古川まさのり氏のお計
らいで『要望書』をもって和歌山市福祉局の局長様、
社会福祉部の部長様、保健局保健医療部介護保険課様に

福祉ネイリスト事業を介護保険対象
サービスに認定していただけるよう
に嘆願して参りました。

質疑応答の時間もあり有意義な時間
となりました。
今後も重ねて訪問して参ります。

【新認定校師のお知らせ】

2022年春期新認定校勉強会にて
承認され3名の認定講師が誕生
しました。

・田端重美先生 京都烏丸校
・中島美樹先生 愛知県豊橋校
・古山梓先生 富山県堀川校

2022年秋季認定校募集中！！
お申込みお問合せは事務局まで

【福祉ネイルの授業が導入されました】

京都医健専門学校様への授業が２月１日より
開始されました。
小林学校長はじめトータルビューティー科の
講師陣の皆様には授業導入に向けて多くのご
理解ご尽力を賜り心より感謝申し上げます。

理事長初め、講師陣には打ち合わせを含め御
礼申し上げます。

受講して下さった生徒様には充実な時間を過
ごして頂いたとのご報告を頂き最高に嬉しく
思っております。
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～大阪府岸和田本校～

高石市の放課後デイサービス“きらとまなぶ”
クリスマスにに「女子力アップ講座」として福祉ネイリ
ストにお声がかかりました。イベントでは多男女問わず
多くの子供さんたちに喜んで頂きました。また継続して
いきたいとのお声を頂きました。

「泉北アクロスモール」の福祉ネイルイベント
地域の訪問看護会社の方々のご尽力により２月５日に予
定していたは４月２３日に延期となりました。
希望者で参加して大いに盛り上げて「福祉ネイリスト」
を知っていただけるように頑張ります。

～和歌山田辺校～

【和歌山市役所へ要望書提出】

2022/2/22日元和歌山県議会議員立谷先生、荒木理事長、下家理事、
福祉ネイリスト4名の計7名で伺いました。

福祉ネイルの介護保険適用に関する要望書を市役所の福祉局へ提出に行きました。
行政や国に福祉ネイリストの価値が認知され介護保険適用を目指しております。
また福祉ネイリストとしての仕事の確立。
今以上に利用者様の笑顔に繋がることを願い要望書を提出させて頂きました。
ご尽力くださいました皆様には心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。

コロナ禍ではありますが、施設様のご協力の下
万全な対策をしながら実施研修が出来ました。

まだまだ活動には至りませんが、想いを持った
生徒様がいてくださる事に感謝しております。
今の時期だから出来る事。
しっかり準備を整えて、活動へ向けて動いてい
きたいと思います。

～大阪府河内長野校校～

今回の河内長野校のアート＆ミーテイングは、『福祉ネイリストが知っておきた
い！介護福祉のこと・介助のポイント！』と題しまして現役・介護福祉士そして
福祉ネイリストでもある近藤美香さんをスピーカーにお招き
して色々と教えて頂きました。

施設スタッフさんの目線から見て、私達がどのように動けば
いいのか・どこまで介助するのかなど、事例を交えながら、
車椅子の操作方法も学びました。

福祉の現場に入る前や、入った後でもどうすればいいのか分
からない事も多いので、今回は現場の率直な意見を教えても
らって新たに気付いた事もたくさんありました。

知っておくことは決して無駄にはならないので、また
このような機会を設けたいなと思います。
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北関西ブロックだより
～兵庫県豊岡校～

北近畿地方はまだまだ寒い日が続いております。1月2月は大雪になり外出すること
もままならない状況が続いていました。3月に入り昼間は少しずつ晴れる日も増えて
きております。
兵庫豊岡校も3月に入り予定としまして、京都府宮津市在住の介護士でもある大阪心
斎橋校卒業生藤原さんからお話を頂き、(藤原さんも参加)北京都ジョブパークさん
「FUKUSHI×美容」介護に重点をおいた美容福祉の考え方セミナーに参加予定です。

このセミナーの趣旨→
「離職中の女性等を対象に、まずは気軽に参加でき、福祉業界で働くことを
イメージできるようなセミナーを実施することで、福祉業界への興味喚起を
はかると同時に北京都ジョブパーク福祉人材コーナーを通じて、福祉事業所
とのマッチングにつなげる。」私が社会貢献したいと思い描いていたことに
福祉ネイルを通じて一歩近づいた内容のイベント参加です。

私のメインは福祉ネイルをすることの効果を参加される方にお話することです。
兵庫豊岡校卒業生河野さんとも一緒に参加します。
福祉ネイルに対する思いと効果をしっかりお伝え出来ればと準備万端に
のぞみたいと思っております。
まだ蔓延防止も解除されない中の開催となりそうですが、感染症予防対策を
しっかりとしてイベントを成功させたいと思います。

後日北京都ジョブパークさんを訪問し、福祉ネイリストとして福祉介護の中で
何かお役にたてないか？お手伝いできないか？ご相談にいく予定です。

～大阪茨木校～

【作品展を開催しました】
茨木校として、3年目を迎えることとなり、昨年に続き
作品展をいたしました。
茨木校卒業メンバーと福祉ネイルスペースPetalとの合同
開催として茨木市のギャラリーを1週間お借りして、
ネイルチップや、福祉ネイル活動を紹介した写真パネル
の展示を行いました。
展示会中には、「福祉ネイル活動に興味がある」とお声
がけいただいたり、ギャラリーでは初めてのネイルチッ
プ展示という事でたくさんのご質問もいただきました。

また会期中にはハンドトリートメント体験会や
福祉ネイル説明会を開催し、とても好評でした。

【福祉ネイルのテーマソング3番が完成しました】

以前よりあった、福祉ネイルのテーマソングに
福祉ネイルスペースPetalのメンバーで
ネイル活動の様子を込めて3番の歌詞を作成し
茨木市のスタジオにもご協力いただいて、
収録を行いました。
ご感想お待ちしております。

https://youtu.be/aH4oNLEAJ00
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～千葉浦安校～
3月4日(金）アート&ミーティングを開催しました
受講生・卒業生合わせて14名の方にご参加いただきました。

今回はアートの描き方は動画配信とし、受講生同士の交流や
近況報告、活動する上でのアイディアや困りごとをシェアし
て相談しあうことをメインに話し合いました。

やはりコロナ禍で活動がしにくくなっている中、
イベントや紹介を通じて「知ってもらう活動」をどのように
行うか、また介護業界で働く受講生の方のご意見などもいた
だきながら有意義な学びの場となりました。

～千葉千葉校～
2/21(月) 今年最初の千葉校ミーティングを開催し7名の仲間が集
まってくれました。

新型コロナウイルスの影響で、なかなか活動ができていない私たち。
それでもこうやって気持ちを切らさず誰かのために！笑顔になって
もらいたい！と話し合いをしていました。
営業については、悩ましいところ。
『みんなはどうやって営業しているのか？』
『こんな方法はどうだろう？』

営業などしたこともない人はわからないことだらけですよね。
みんなの話し合いのなかで、ヒントがいくつも出てきました！
なにか少しずつでも、私たちにできることをやっていこうね。
と前向きに進歩したように思えました。
スクールを卒業すると会う機会が減ってしまうので、みんなと久し
ぶりに会えて私も嬉しかったです。

～東京都調布校～

受講生の紹介です。出口さんはお仕事をしながらネイルスクールへ通い
1級まで取得した頑張り屋さんです。

サロンワークや接客なども習う中、夢だった独立開業を計画しています。
ネイルサロンが飽和状態の今、自分の強みを作ろうと模索していたら
「福祉ネイル」に出会ったそうです。

ネイルを通じて高齢者や障がいのある方へ、元気を届け、笑顔になって
もらうということが、自分にピッタリだと福祉ネイルスクールの門を
叩いてくださいました

とても明るく向上心のエネルギーに溢れている出口さんに私自身も勇気
とパワーをいただきました
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【新聞掲載されました】

昨年のことになりますが、知人のご紹介で
埼玉川越校を取材していただき、
高齢者住宅新聞に掲載されました。少しでも
「福祉ネイル」のことを知っていただけたら嬉しいです。
（2021年4月21日発行）

コロナ禍ではありますが、引き続き実地研修を行うことができて、受け入れてくださっている
施設様には大変感謝しています。
毎回同じ曜日に伺うことが重なったため、違う曜日に来てほしいというリクエストがあるほど
楽しんでいただいています。
今年はなるべくそこにお応えできたらいいなと考えております。

～埼玉川越校～

【沢山の福祉ネイリストが誕生しました】
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～福岡小倉校～

開催場所：ベルコシティーホール(福岡県行橋市)
日にち：2月14日

参加者：川野あき さん

福岡県行橋市でシニア向けの美容イベントが開催さ
れました。
たくさんの参加ブースと共に福祉ネイルのブースも
大盛況でした。

～広島呉校～

開催場所：一華寺(呉市中央区)
日にち：1月15日、2月5日
参加者：道祖田弥生先生

野間美由紀 さん

和尚様が色んなものを取り入れていらっしゃって、
福祉ネイルにも興味を持ってくださいました。

イベント当日は、福祉ネイル以外にもお菓子の販
売ブース、占いブースがありました。
コロナ禍にもかかわらず多くの方にお越し頂き、
たくさんの方に"福祉ネイルって何？"とお声をか
けて頂き、たくさんお話しができました。
まずは地域の方に少しでも知って頂く事ができて
よかったなと思っています。

～香川校～

えひめ情熱人(南海放送)
3月下旬～4月上旬

地元テレビ局で福祉ネイルを
取り上げて頂きます。


