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協会からのお知らせ

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。

第7回福祉ネイリストアワードはリアル開催が決定しました!!

第4回目となります次回の研究集会が来年2023年秋頃に開催される
予定となっております。

8月9月に説明会が開催され、10月より研究集会に向けた勉強会が
スタートいたします。
演題発表はどなたでも挑戦できますので、研究に興味のある方はぜひ
勉強会に参加してみてください。

当協会の学術顧問であられる佐藤三矢先生にフォローをいただきながら、
日頃の活動の疑問や気づきを発表してみませんか？

第4回研究集会に向けた説明会が開催されました！！

協会のプロモーションビデオが完成しました！！
皆様もうご覧いただきましたか？

施術中のご利用者さまの素敵な笑顔とともに
福祉ネイルの魅力をたくさん詰め込んでいただいています。
撮影にご協力いただきました、三重県の【桜の里】様
福祉ネイリストの岡林華奈子さん(三重津校)、広島校講師の
中尾先生、そして構成から撮影まで素敵な動画を完成してく
ださった永作様、古市様。ありがとうございました。

劇団ＷＡＯ！様の福祉ネイルを題材としたミュージカル【てんしごと】とコラボ
「てんしごと」は 福祉ネイリストを題材にしたミュージカルです

開催日 2023/3/18 （土）
開催場所 国立文楽劇場 (時間等の詳細は随時SNS等で発表いたします)

皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。

【福祉ネイリスト限定のWebサイトができました】

ご利用には協会発行のパスワードをご入力下さい。

～福祉ネイリストの皆様へ～
福祉ネイリストアワードにエントリーしませんか？
エントリー開始は 11/1 からとなっております。

説明会を行っていますので、是非ご参加ください。
10/17(月)20時～・11/2(水)21時～・12/7(水)21時～

※参加無料 説明会申込フォーム→

ご都合の合う日程でご参加ください。いずれも同じ内容で開催します。

【メディア掲載のお知らせ】

コロナ禍で施設訪問はまだまだ今まで通りと
はいきませんが、活動の様子をさまざままメ
ディアにとりあげていだだいています。
協会SNSに掲載してまいりますので、今後もぜ
ひ情報をお寄せください。

NHK「おはよう関西」
KATCHチャンネル（地上デジタル121ch）
おおなんケーブルテレビ
杵築ケーブルテレビ「杵築どーんとテレビ」等
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～大阪府岸和田本校～

8月4日、８月10日の２回に分けて高石市の放課後デイサービス「きらとまなぶ」様で【女子力アップし
ちゃおう】のイベント講師として岸和田校のメンバーで参加してきました。①爪磨き体験、②マニキュ
ア講習＆誰かにやってみよう！という内容でたくさんの子供たちに参加していただき「楽しい！ネイル
塗れる人になりたい」など目を輝かせて喜んで頂きました。参加した福祉ネイリストも子供たちが喜ぶ
姿を見て胸を熱くしていました。
また９月２５日㈰１４：００～１６：００アート＆ミーティング開催予定です。

～和歌山田辺校～
広川町のマルシェに参加
昨年11月に親子で福祉ネイリストの資格を取り活動をして下さっ
ております清水さん親子が広川町のマルシェに参加されました。
沢山のお客様にお会い出来たそうでとても嬉しいご報告を頂きま
した。これからも一緒に活動を広げて行けるように頑張りたいと
思います。。

ご紹介を頂いて施設さまへ営業に行きま
した。
コロナ禍利用者様にはお会い出来ません
でしたが、オーナー様には前向きにお話
を聞いて下さりまたハンドトリートメン
ト、爪磨きの体験をして頂きました。
また施設への出入りが可能になったら伺
います。

9／13日
福祉ネイル和歌山県議員連盟の
元和歌山県県議会議員立谷様と
福祉ネイリストの有志と和歌山
市役所の福祉課へ訪問しました。
健康保険局局長の上野美知様、
社会福祉部長福祉事務所長の
西岡貞晶様と話をする機会を
いただきました。
訪問の目的は福祉ネイリストの活動が
介護保険に認可されてもっと沢山の方にお届け出来ること。
一つ一つの想いが形になると信じて私達に出来ることで動いて行きます。
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～大阪府河内長野校校～

8月24日・9月2日の二日間に分けて
大阪府羽曳野市庁舎で
羽曳野市長山入端創様、府議会議員西元宗一様、衆議院議員梅村聡様
と面会し、福祉ネイリストの活動と協会についてお話をさせていただき
ました。
衆議院議員梅村さまにつきましては、現役の医師であり厚生労働大臣政
務官も務められていました。
当協会の第一回研究集会でパネルディスカッションで登壇いただいた元
厚生労働省事務次官であった
唐澤剛さまと大変親密な関係で、梅村議員が政務官の時代、お仕事も
ご一緒にされた時期もあったようです。

～奈良奈良校～

2022/7/4奈良 喜光寺にて
ピンクリボン大阪in奈良イベント(リボン)
に参加させて頂きました。

蓮の花があふれる境内。
本坊では、薬師寺長老さまのご講話。『母の情(乳哺養育の恩)』
お母さんの温もりを思い出す、胸にしみるお話でした。
パネルディスカッション、多彩なマルシェと盛りだくさんのイベント
でした。
コロナでしばらく会えなかった福祉ネイル仲間とも再会でき、今回の
ご縁に感謝です。
またの再会を約束し、蓮の花に見送られて帰路につきました。

～和歌山和歌山校～

卒業生の最近の活動報告です。
最近はコロナで施設様にはなかなかお伺い出来てませんが、
訪問した際は季節感を取り入れたデザインが人気で、
ご家族の方にも表情が明るくなり、次はどんなのにしようか
楽しみにしてるとお聞きしました！
こんなご時世なので、外に出る楽しみがなく、唯一の楽しみ
とおっしゃっていただいてます。

福祉ネイリストの仕事が介護報酬
か診療報酬にどうしたら直結することができるのか
唐澤さまと連絡を取り合い、早急に動いてみましょうとお返事をい
ただきました。
（現在、継続中）
議員の皆様のアイデアとお力を拝借し、もっと福祉ネイリストの仕
事が活発になるようになれば嬉しいです
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～兵庫県豊岡校～
施設訪問や直接お客様への施術が難しい状況ではありますが、
感染者が減少傾向になる日の為に準備期間と思い広報活動中です。

6月には豊岡市福祉協議会と繋がりを持つことができ、近隣の福祉ネイ
リストとともに、福祉ネイルについてお伝えする機会を頂きました。
市内の施設様へ福祉ネイルをご紹介頂けるとのことで、チラシを作成
しました。

～大阪塚本校～

コロナ禍で高齢者施設への訪問が難しい中、塚本校卒業生はチラシやポスターを作成し
お寺や、会館をお借りして定期不定期開催のイベント・障害者施設への訪問など
今、自分達に出来る事を工夫し意欲的に活動されています。

事前にInstagram告知されてるものは、
「沢山の方に福祉ネイリスト活動が拡散しますように」
「沢山のご来場がありますように」
の思いで塚本校のInstagramにて告知のサポートをさせて頂いています。

皆様も応援をお願い致します。

5月28日福知山ワンダーマーケット出店(次回8/28予定)
7月3日京都府与謝野町ちりめん街道マルシェ出店(9/4予定)

7月23日兵庫豊岡校生徒様施設研修施設として、京丹後市の
施設様に訪問予定でしたが、感染拡大の為延期。
楽しみのお待ち頂いていた施設の利用者様に、私の自己紹
介と季節ごとのアートサンプルを作成して、当日施設長さ
んにお渡しし、次回訪問時までに目で楽しいんで頂こうと
思いを込めました。

8月20日認知症サポーター養成講座を受講いたしました。

北京都ジョブパーク様(福祉人材コーナー)とのご縁があり、
３月に【FUKUSHI×美容セミナー】の講師も務めさせて頂きました。
卒業生の河野さんとハンドトリートメント、ネイル理論の説明。
介護士さん２名は手浴理論の説明。実技演習も行いました。
(趣旨:参加者にネイル、手浴、足浴などを通じて福祉施設での仕事を身近に)

次回９月福知山市、１０月宮津市にて開催予定です。
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～東京調布校～

今度こそはコロナが収まるかと期待しているとまた波がやって来る、
という繰り返しですね ・・・
なかなか施設の受け入れも無い中で、実地研修もままならない日々で
すが、、、、落ち込んでばかりもいられません。

先日は生徒さんのご友人のお母様のお宅へ伺ってネイルをさせていた
だきました。
ネイルが初めてだというお母様。初めは緊張しておられましたが、
出来上がるととても喜んでいただきました。
「デイサービスに行って皆に自慢するわ」と明るい笑顔です。
ご友人の方もその姿を見てとてもうれしそうです。
やはりネイルには人を笑顔にさせる力があり、その周りの人達も元気
づけることが出来るのだと改めて思いました。

コロナが元通り収まり、もっともっとたくさんの方達と交流出来る日
を心待ちにしています。

～東京自由が丘校～

東京自由が丘認定校 9月6日に東京自由が丘認定校勉強会を開催致しま
した。 コロナ禍で有りましたので ハイブリッド開催のアーカイブ形
式にし、7名の方が参加して下さいました。

協会推薦のAi水性ネイルのお役立ち実践法やアートが苦手な方向けに
ドットペンを使った3分アート、お悩みQ＆Aなど、盛り沢山の内容で
あっという間の3時間でした。

参加された皆さんは初対面同士でしたが、そんなことは感じさせない
程の和気藹々さで、とても素敵な出会いに繋がったようです。
「とても勉強になりました」「とても楽しかったです。」という
お声をいただきましたので、また有意義で楽しい時間になるような
企画を組んで今後の活気に繋げていきたいと思います。

有難うございました。
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～栃木小山校～

～千葉浦安校～

8月下旬、浦安市内にある商業施設にてキッズネイルブースを出展しました。
出展メンバーは全員千葉浦安校卒の福祉ネイリスト。
元々ママ友だったり、スクールで知り合ったご縁だったりで、こうしてユニットとして活動しています。
当日は2歳の子から小学生までたくさんのかわいいお客様にお越しいただき
カラーリングやアート、水性ネイルの施術をし喜んでいただきました。
こうして地域の方に喜んでいただけるように、そして
福祉ネイルについても知っていただけるように活動を
広めていきます。

栃木市おもちゃ図書館
スタッフ様向けの「癒しイベント」

実地研修も再開しております。

その他。社会福祉協議会にて【美容講座】が開始決定するなど、活動の場が増えてきております。

～千葉千葉校～

今年3回目のミーティングは、広いカフェを貸しきり11名が集まってくだ
さいました。

施設訪問が再開し千葉校のメンバーも少しずつですが動き始めました。
また訪問したことのない人もいるので、今回は現場の話しなど伝えても
らったり、今後の活動に活かせるように話し合いました。

またこうして集まることで千葉校がさらにまとまり、
みんなで頑張っていこう！という気持ちになれました
楽しみです。
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～北海道札幌校～

塚本美樹さんの活動報告〜北海道の南幌町で行われたイベント“癒しフェス“に
福祉ネイルとして出店させていただきました。
コロナ禍のイベントでしたが、南幌町方々や他の地域の方々にも足を運んでくださ
いました。夏休み中のイベントだったため、お子様と一緒にご家族で来られる方が
多かったので、キッズネイルを楽しんでいただけました。
他にもハンドトリートメントも「気持ち良い♪」と嬉しい感想も頂けました。
「福祉ネイルって何？」と聞いてくださる方もおり、中には訪問看護師の方も
いらっしゃいました。
イベントを通してたくさんの方に福祉ネイルを知っていただき、たくさんの繋がり
を大切にしていきたいと思います。

山腰絵里さんの活動報告 5月に厚別でイベントがあり、福祉ネイルで出店しました。
週末だったのでご家族連れが多かった印象ですが、お子様からご年配の方まで幅広く施術させていただきま
した。施術中、福祉ネイルってなんですか？とご質問頂くことも多く、たくさんの方に知っていただくとて
もいい機会になりました！
また10月には福祉イベントがあるので、これからもどんどん宣伝していきたいと思っています♪

～岩手盛岡校～

岩舘香織さんは2021年9月に福祉ネイリスト取得し、活動を開始しました。
今年は、まほら岩手さま主催のチャレンジマルシェ(7月16日)と、まほら岩
手さま・IBC岩手放送さま共催のMAHORA SUMMER FES(8月21日・22日)のイ
ベントに参加させて頂き、イベント参加者やご来場者、老若男女問わず福祉
ネイルを体験して頂けました。

これからも人を笑顔に出来る福祉ネイルの活動を続けていきたいです！

～宮城名取校～

毎年夏に宮城県障害者福祉センター様が企画する楽しいネイル教室の報告です。
これまでは大人層を対象に開催してきましたが、今年は初めて子供を対象に行い
ました。

夏休みが終わる目前に最後の思い出として親子で参加する企画にしたのですが、
スタートから最後までネイルに夢中な様子
マニキュアを塗るコツを掴んでお母さんにネイルしてあげる姿や
塗り終わった爪を一生懸命乾かしてる姿などなど、ほっこりとした
一面も見れつつ、ネイルを通して楽しい時間を過ごすことができま
した。
好きな色は水色、アートはホログラムなどのキラキラした
アートグッズが人気でしたよ！

～岩手花巻校～

コロナ渦の影響により未だ施設様への訪問が難しい地域では
ありますが県央を中心に復活し始めた地域のイベントへ参加
し、活動を積極的に頑張っています。

お年寄りだけでなく介護等に関わるご家族様にもネイルの楽
しさと安らぎを提供し、福祉ネイルの認知を広めていきたい
と思います。
特に7，8月は夏休みという事もありキッズネイルのイベント
需要も多く、世代を超えて笑顔が溢れました。
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～広島呉校～

イベント名：“うみかぜマルシェ”
開催場所：こつぼふれあい広場

（呉市広小坪1-22）
参加者：野間美由紀、
野間由里子、道祖田弥生
日にち： 7/30

～福岡小倉校～

イベント名：美と健康フェスタ
開催場所：大分県杵築市魚市魚座
日にち： 8/28
参加者：川野あき
※杵築ケーブルテレビ【杵築どーんとテレビ】に福祉
ネイルを取り上げていただきました！

～広島西広島校～

広島市佐伯区の車椅子サークル『で・あるーく』様にて福祉ネイル体験会
看護学生の福祉ネイリスト、石田岳さんと神田先生で施術させて頂きました。
皆さん、初めてプロの福祉ネイリストにお手入れして貰える！と大変喜んで

ご参加いただきました。

～佐賀みやき校～

イベントに参加し、高齢者や親子連れの皆さまに福祉ネイルを楽しんで
頂きました。

開催場所：ゆめぷらっと小城（佐賀県小城市）参加者：平井理沙さん

日にち： 6/19、7/17、8/21

開催場所：メディカルコミュニティ
センター（佐賀県みやき町）

参加者：井口智衣、坂本愛、
吉田雅子、平井理沙

日にち： 6/26、7/30、8/27

イベント名：大分いこいの場
メリッサ

開催場所：大分市東大道
日にち： 9/3.4
参加者：蔡燕華

20名近い車椅子の方とサポーターの方々に
ネイルカラーリング、お爪磨き、ハンドトリート
メントをしました。沢山の笑顔が溢れるイベント
となり、これから定期的に開催できるよう企画し
ていきます！


