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協会からのお知らせ

【クラーク記念国際高等学校様にて福祉ネイルカリキュラム導入決定しました】

学校法人創志学園 クラーク記念国際高等学校さまが産学連携の取り組みの一環として、福祉ネイル
のカリキュラムを特別授業として導入していただけることとなりました。

【目的】 物事の本質を見極める機会とし、社会に出ても活躍できるスキルを学ぶ
■表面的あるいは簡単に得られる情報ではなく,情報を取捨選択して解析･分析できるようになる
■多面的に物事を捉えることができ、多様な考え方・価値観に気づくことができる
■学外での発表などによる表現(アウトプット)の機会の提供、および考え方の設計ができるよう
になる(理論構築)

このような目的で高校生と福祉ネイルについて共に考えていきます。
今回の取り組みを通じ、社会に広まりつつある福祉ネイリストの存在意義を再認識いたしました｡

【原点回帰!いま福祉ネイリストの為になにができるか】日本保健福祉ネイリスト協会第8期方針

協会は6月より第8期目となり、今期新しく加入した理事8名を加えた理事21名、監事2名、顧問4名の体制に
て協会を運営して参ります。(組織図敬称略)

【協会のご紹介動画PV撮影へ】

5/10.に協会理事、広報委員会を中心に協会の紹介動画
プロモーションビデオの撮影がありました。
まずは、三重県松阪市のスタジオに集合。
インタビューでは緊張しましたが何とか終了いたしました。

そして高齢者施設様へ移動し施術の様子を撮影
させて頂きました。
いつもと変わらない様子での和やかな時間、そして
沢山の笑顔を動画に収める事が出来ました。

協力して下さった地元の福祉ネイリストさん、そして施設の利用者様、
スタッフの皆様には心より感謝申し上げます。
PVは福祉ネイリストの皆様の営業にも使って頂ける内容となって
おります。出来あかりましたら是非ご覧ください。

理事会には、オブザーバーとして参加が可能です。
ご希望の方は事務局までご連絡ください。
次回理事会は7/4 13：00開始です。

【福祉ネイリスト限定のWebサイトができました】

協会のホームページ内に福祉ネイリストに必要な情報をまとめた鍵付きのペー
ジが出来ました。今まで、メールで送られていた情報などを今後掲載してまい
りますので、是非ご活用くださいませ。
ご利用には協会発行のパスワードをご入力下さい。
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～大阪府岸和田本校～

４月２３日堺市の「泉北アクロスモール」にて
『F-key』様と言うフェアトレードの雑貨や
障がい者が作ったお菓子などを販売している
お店の方のご厚意で出店しました。
当日は数名の卒業生が大活躍してくれました。

～和歌山田辺校～ 【 Art &ミーティングを開催】

2年振りの開催となりました。コロナ禍施設にも行けず、
活動が止まってしまった分リアルで会える機会も少なくなり
個々の想いが表に出せずモヤモヤしていたり。。そんな中色んなお話が出来て
嬉しかったです。まだまだ元通りと言う訳ではありませんが福祉ネイリストの想いを
無駄にしないように情報を共有しながらイベントなどにも参加して行きたいと思います。

【イメージ動画の撮影に同行】
広報委員会が協会のPVを作成するとの事で三重県まで伺いました。
撮影は緊張感の中とても良い雰囲気で進んでおりました。
先生方とはいつもオンラインでお会いしておりますが、直接お会い
し顔を拝見する事ができとても良い時間となりました。作成された
動画が公開されるのが楽しみです。

～大阪府河内長野校校～

２年前より、コロナでストップしていた障がい福祉施設さまへのネイル訪問が
やっとやっと再開しました！！
２年以上も会っていなかったのですごく楽しみな気持ちと、少しの緊張感のなか
玄関の中に入ると、みんなとびきりの笑顔で迎えてくれました♪
「ネイルして欲しくてずーっと待っててん！」「会いたかったー！」
感動の再開に泣きそうになりました…
卒業したばかりの生徒さんと一緒に訪問して、以前よりもネイル希望の方が
倍以上に増え、皆さんに久しぶりのネイルを楽しんでいただきました♪

～奈良奈良校～

王寺街づくり支援さまからご縁をいただき、聖徳太子ゆかりの『奈良達磨寺』
のお部屋をお借りし、地域のみなさまとのコミュニケーションの場所になれば
と思い達磨寺健康倶楽部を開催させて頂きました。

達磨寺で、ゆったりとした境内、お庭に面した縁側から、爽やかな初夏の風が
通り抜けます。和の空間でのネイルも格別でした聖徳太子愛犬、雪丸君もお祀
りされていて、雪丸くんと太子の微笑まし日常もうかがわれます。

～和歌山和歌山校～【和歌山市役所訪問】

和歌山市役所に福祉ネイリスト事業が介護保険に適応していただけるよう、立谷誠一先生と一緒に訪問致し
ました。和歌山市健康局の局長様、部長様や保健医療部介護保険課の課長様、社会福祉部の部長様に
福祉ネイルについてご説明させて頂き、今までの研究集会の抄録をお渡ししました。
そして次回実際に福祉ネイル体験もして頂けるようにお話させて頂きました。

次回訪問は７月を予定しております。今後も回を重ねて、介護保険適用となりますよう、引き続き訪問して
いきます。
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～京都烏丸校～

2022.3月に京都烏丸校を開校しました。
まだまだ手探り状態ですがよろしくお願いします。
4/23には京都在住の福祉ネイリスト、実習生と共に
きたの参道市場のイベントに『すまいる たいむ』として
出展させていただきました。

なかなか普段ネイルをされない方
も多く予想を超えてのお客様に
驚きながらも笑顔一杯の素敵な
一日となりました。

また福祉関係の方々とも交流を
させていただくことができ、
大変有意義な時間となりました。

次回も出展させていただけるよう
企画準備中です。

～兵庫県丹波校～

兵庫県丹波校が本格的にスタートして1年。
ついに丹波校初男性福祉ネイリストが誕生しました！！
地域に福祉ネイリスト1人、2人だったのが・・・
今では数十人近くに！！！！

お陰様で行政機関の方、地域施設の方々など多くの方との
繋がりが増えました。

また、福祉ネイリストの技術向上のため、
アート&ミーティングも積極的に行っています。

地域共生社会を目指し開催された丹波市の委託事業のオフ会
『かたくりの虹』にて、講和と体験会をさせて頂きました。

※ 『かたくりの虹』は、
超高齢化社会と8050問題を題材にした兵庫県の人権啓発ビデオ
『カンパニュラの夢』に感謝の思いを込めてオマージュされました。
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～東京新宿校～

コロナの影響が少しずつ緩やかになってきましたが、 まだまだ施設
の受け入れ制限や感染の不安がある状況です。 そのような状況の中
でも、受け入れて頂きました施設様やご依頼頂きました新宿区の職員
の皆様に感謝申し上げます。

12月 懇親会 卒業生の皆さまと久しぶりに対面でお会いしました。

卒業生同士、情報交換をしたりコミュニケーションをとり楽しい時間

を過ごしました。

VRでの認知症体験を一人ずつ体験して頂きました。 施設勤務の方が

数名いらっしゃいましたが『利用者様の気持ちがわかった』と皆さん

勉強になったようです。

2月 認知症サポーター養成講座 新宿区柏木高齢者相談

センターの職員さんのご好意で 新宿区在住以外の卒業

生の受講を受け入れてくださいました。

認知症を知り、どのような対応をしたら良いか職員さん

と劇をしながら体験型で勉強することができました。

3月 新宿区の施設様よりご依頼 様々な事情がある方が暮らすシェル

ターにて、ネイルサービスをさせて頂きました。 心のケアのために

職員さんが考えたレクリエーションです。ひとときネイルで癒されて

頂けると嬉しいです。定期訪問させて頂くことになりました。

定期訪問

長いお付き合いの施設様より

新規オープンの施設にて

ネイル訪問をさせて頂く

ことになりました。

ネイル初体験の方も多く、

初めは拒否をする方や特に

興味がない方も多かったの

ですが回数を重ねる毎にの認知して頂き、福祉ネイリストとの

コミュニケーションも楽しまれるようになりました。

今では、月一回のご訪問を楽しみにされているそうです。

ネイルサービスをする際に、季節感のあるネイルアートや

安心安楽にネイルを楽しんで頂ける環境作りなど、授業で学ん

だことをそれぞれが実践したり、工夫したりしております。
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【新しい福祉ネイリストさん誕生！ 】
見事卒業試験に合格しました、おめでとうございます。
群馬県みどり市、社会福祉法人咲福祉会『街なか作業所にっこにっこ倶楽部』
就労継続支援B型事業所のアートが得意な職員さんです。

～栃木足利校～

4月28日 みどり市
障がい者支援施設
『はーとふるチハヤ』様
リラクゼーションフェア

【イベントに参加いたしました】

3月3日 伊勢崎市
自然食品＆ハンドメイド雑貨店
『なちゅりす』様のお雛様イベント

～小山校～

福祉ネイリストさんの活動と活躍をご紹介させていただきます

～埼玉川越校～

数年前から訪問させていただいている介護付き有料老人ホーム。
福祉ネイリスト2人で毎月交代で訪問しています。
コロナ禍のお休みから再開して、利用者様も笑顔を見せてくださるようになりました。

①小山市産前産後事業
ママカフェ

②栃木市おもちゃ図書館主催
ママの為のイベント参加

③認知症カフェでの実地研修再開

その他。イベント出店も多数あり、活躍の場が増えております！１
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～千葉千葉校～

千葉校から初の男性福祉ネイリストが誕生しました。
なんとご夫婦で受講いただき、福祉ネイルに興味をもってくださったのはご主人でした。
『はじめはどうなるかと思った。』と、はじめてのネイルに苦戦しておられていましたが、
まだお子さんも小さく育児もお忙しいのに、練習をたくさん頑張られ、
驚くほど上達されました。

実地研修では、モデルのおばあちゃんも感心するほどでした。
ご夫婦でどんな活動をしていかれるのか、これからがとても
楽しみです。

～千葉浦安校～

6月上旬、千葉浦安校のアート＆ミーティングをオンラインにて開
催し、受講生・卒業生合わせて13名の方にご参加いただきました。

今回もアートの描き方は動画配信とし、夏のネイルアート３種類
の描き方をシェアしました。

ミーティングでは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シェアして情報共有しまし
た。

浦安校の受講生・卒業生は住んでいる場所や、年代、これまでの
経歴やネイリスト歴もバラバラですが今後もこうした情報共有や
学びの場を定期的に設けるとともに、
卒業生同士の横のつながりを大切にしてチームで動ける組織づく
りを目指していきます。

～埼玉深谷校～

朝日・日経・読売３社合同プロジェクトあらたにすに、埼玉深谷校が掲載されました。
記者の方より「福祉ネイル」を初めて知り、ネイルを通して多くの方に勇気を与えられる大変素晴らしい
活動を取材したいとご連絡を頂き、今回の掲載となりました。
一歩一歩「福祉ネイル」を知っている方が増え、福祉ネイルの和が広がって
いっていることをとっても嬉しく思います。
これからも福祉ネイルの素晴らしさを多くの方に知って頂けるよう活動して
いきたいと思います。
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～北海道札幌校～

福祉ネイルを受講してから、なかなか活動が出来ぬまま社会全体
がコロナ禍に。
出来れば身近な人からと思い、主人のおばあちゃんにいつかネイ
ルをしてあげたいとずっと思っていました。
コロナの影響でお宅にお邪魔するのも控えていたのですが、その
おばあちゃんが施設に入ることになり、主人の実家に数日間滞在
していた時にやっとチャンスが巡ってきました。
おばあちゃんに爪磨きとハンドトリートメントをしてあげると、
「あら〜すごいね！勉強したの？」ととても喜んでくれました。
本当に嬉しい時間でした。

～岩手盛岡校～

岩手県宮古市の社会福祉法人『若竹会』様にて実地研修を
終え、2022年2月に福祉ネイリスト取得、活動開始しました。
若竹会様が運営している『はあとふるセンターみやこ』にて
生活 就労支援の方を対象にネイル施術をしました。

～宮城名取校～

【第３回研究集会にて3名の方が発表しました】
3月19日に行われた第３回研究集会で発表した方を紹介します。

髙橋慶香さん：協会の彩爪介入プロジェクトチームを代表して『回想法を用いながら
福祉ネイルを通じて見られた変化』と『彩爪介入を通して本人とご家族の変化』に

ついての２演題を発表しました。

木嶋沙綾香さん：『コロナ禍で訪問ができなくなった施設に
対し毎月ニュースレターを送付し、どのような反響があっ
たかを施設職員の方へアンケート調査』をし発表しました。

辻奈美さん：『毎月訪問している施設での待ち時間対策
として、図鑑を活用しそこから生まれた回想ストーリー』
を発表しました。

発表した3名はそれぞれ賞をいただくこともできました！！
この先の皆さんの活動に少しでも役立てることができたら
いいなと思う内容です。

今は施設で面会時間も限られていますが、またいつかしてあげられたらと思っています。
後日談ですが、叔母にあたる娘さんが、爪きりを買ってあげようと思って、おばあちゃんに聞いたところ、
「また福祉ネイリストさんにしてもらうから要らない」と断ったそうです。とても嬉しいお言葉でした。

初めてのネイルに興味津々★アートをなか
なか決めれない女性がおり、お話をしてみ
ると『明日、誕生日なの』と。そうだ！
ケーキを描こう！と私からのプレゼントに
喜んでくれました。
このような活動をきっかけに先日、岩手日
報社の取材を受けました。若い子、女性だ
け、ではなく。障害有無関係なく、みなさ
んに喜びを与えれるよう、介護士ではなく
ても介護に関われる素敵なお仕事として活
動を広げていきます。
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～三重津校～

岡林華奈子さんの活動報告です

コロナにより、協会で様々なZoomの勉強会などを開催
していただき、その中で他県の福祉ネイリストさんとの
交流が生まれ、県をまたいで愛知県でのイベント出店を
一緒にさせていただきました！

東海地区で作成された『福祉ネイルのＴシャツ』もあり
ますが。。。
今回は、広島広島校の中尾将吾先生がデザインされた
「福祉ネイル知ってる？」のインパクト大なＴシャツを
着て参加！

このＴシャツの効果もあり、
「福祉ネイルってどんなことするの？」とお客様からお
声かけいただきました。

福祉ネイリストについてお話させていただけて、効果絶
大でした(^^♪

協会の勉強会などに積極的に参加することにより、
全国の福祉ネイリストさんとの繋がりができ、情報交換
もできますので勉強会にぜひ参加してみてください♪

協会のプロモーションビデオ撮影に協力しました。

ご協力いただいた
デイサービス『デイサービス桜の里』様、
ありがとうございました。

荒木理事長をはじめ、協会の広報担当理事の方々や
下家理事、遠方よりお越しいただきありがとうござい
ます。
とても楽しい撮影会でした。

出来上がりがとても楽しみです。
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～愛媛松山校～
3月下旬～4月上旬、地元の南海放送「えひめ情熱人」と
いう番組に出演いたしました。
福祉ネイルについてお話しさせて頂きました。

https://youtu.be/aIYEDQGjHg4

～福岡小倉校～

開催場所：北九州市立総合農事センター
日にち： 5/3～5
参加者：井上涼菜
バラマルシェに参加

56店舗のショップが集まり大盛況でした。
福祉ネイルブースには子供からお年寄り、
男性など沢山の方がお越しくださいました。

～岡山県北房校～

開校以来初めての実地研修に生徒様と
施設訪問をさせて頂きました。

その時の事を施設新聞に掲載して頂きました。
最初は抵抗を示されていた方が、終わる頃には
満面の笑みで「また来てよー」と仰って
くださりました。
生徒6名という団体での訪問でしたが、施設様の
ご協力あって、事前にPCR検査も行い安心安全に総勢30名の方に施術させて頂くことが出来ました！

～佐賀みやき校～

障がい者就労継続支援A型事業所（福岡久留米市、佐賀鳥栖市）

『ギフトス』様：浜谷睦美、平井理沙
『ミライズ』様：坂本愛、山下友美、平井理沙

障がい者就労継続支援B型事業所（佐賀みやき町）

『らしく』様 吉田雅子、平井理沙

利用者さんや職員さんと、和気あいあいと福祉ネイルを
体験頂きました。施設様からは、福祉ネイルによって
利用者さんの出勤率を高めたいとのお声を頂いており、
継続していきます。

開催場所：メディカル
コミュニティセンター

日にち： 4/29,30
参加者：坂本愛、平井理沙
みやきマルシェに参加
心と体の健康をテーマとした施設で、子どもから大人、
男性も福祉ネイルを楽しんでいました。


