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協会からのお知らせ

第7回福祉ネイリストアワードは2023年3月18日(土)リアル開催です

■開催日時：毎月第2水曜日 22:00 開始
■開催方法：オンライン開催(Zoomにて)
■対象：全福祉ネイリスト

第4回目となります次回の研究集会が来年2023年秋頃に開催予定です。

研究集会へのエントリー(演題申込み)の有無に関わらず、勉強会には
ご参加いただけます。
研究に興味を持ってくださっている方や、日頃の活動の疑問や気づきを
発表したいという方はお気軽に勉強会にご参加ください。

【第4回研究集会に向けた勉強会】開催中

開催時間 15時開場 15時半開始 開催場所 国立文楽劇場
4年ぶりのリアル開催！
皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。

～第7回福祉ネイリストアワードは劇団WAO！ミュージカル
【てんしごと 通わせた、ぬくもりの先 】との特別開催～

チケット販売開始 2023年12月15日～
チケット料金 一般4800円

早割期間 2023年2月25日まで
早割料金 一般4000円

チケット代金はアワードと
ミュージカル込みのお値段です。

チケットのご購入については
劇団WAO!様のHPよりお申込み戴くか、右の
QRコードを読み込んでお申込みください。
https://gekidanwao.com/tenshigoto-3/

協会ホームページに
福祉ネイリストアワード
アワードの専用ページが
できました。

【2022年秋期新認定校新認定講師誕生しました】

埼玉南越谷校 北村絢子さん

長野永野高田校 坂口恵さん

奈良奈良校 萩原しおりさん

【ZONE会議について】

全国のZONEで1年かけて開催いたしておりました、ZONE会
議も次回が今期の最終となりました。地域・在籍校関係な
く参加できます。皆様のご参加をお待ちしております。

北関西エリア 2023/2/22(水)10時～

認定講師養成講座にご興味の
ある方は、ホームページ
『認定校になる』をご確認の
上、事務局までお問い合わせ
ください。

【新聞・メディア掲載等のお知らせ】

『徳島新聞』電子版
『中国新聞』紙面・電子版
BSよしもと『ワシんとこ・ポスト』 等

その他、活動の様子を様々なメディアにとり
あげて頂いております。協会SNSに掲載して
まいりますので、ぜひ情報をお寄せください。

日本保健福祉ネイリスト協会は全国の大学、
専門学校、聴覚支援学校などにも授業参入
しています。

https://gekidanwao.com/tenshigoto-3/
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～大阪府岸和田本校～

10/22 泉北アクロスモールにて、フェアトレードや障がい者支援をされている
F-key様のご好意でイベントに出店させていただきました。
今年2回目のお声かけをいただき、沢山の方に福祉ネイリスト
の周知活動を行いネイルを楽しんでいただきました。

～和歌山和歌山校～
コロナ禍ですが、年末に向けて今のうちに資格をと
りたいという問い合わせや、生徒様が増えてきまし
た。
そして実地研修では回想法を使いながらお話してい
ると、
「普段自分のことをあまり話をしたがらない利用者
様が、今日は良くお喋りしていてびっくりしまし
た」という
職員様からの嬉しいお声を聞く事ができ、
生徒様が福祉ネイルの効果を実感できた有意義な研
修となりました。

11月には『結屋岸和田デイセンター』様と『デイサービ
スセンターホット久米田』様にてネイル体験イベントを
させていただきました。

来年1月には南関西zoneでリアル新年会を開催いたします。
※1/28(土）10時から情報交換&勉強会、12時からランチ
新年会。他地域の方もご参加可能ですのでご希望の方は
協会事務局までメールをお願いいたします。

～奈良奈良校～

2022/10/16
大阪八尾市 定期訪問 認知症カフェミカンちゃんにて

この日は、ボランティアの方々の、トーンチャイムとヘルマンハープの
演奏がありました。
ヘルマンハープは、1987年にドイツのヘルマンさんが、ダウン症の息子
さんに、自分でメロディーを奏でることのできる楽器を与えてあげたい
という思いから作られた楽曲だそうです。

お父さんの気持ちは、今も優しい音色となって、私たちの心に響きます。
実りの秋、指先も黄金色でまとめてみました。



南関西ブロックだより②

第13号(2022･12月) 
3/11Ｐ

～大阪府河内長野校校～

新規の事業所(デイサービス・グループホーム)に定期訪問がきまりました！
寿里苑さんにはとっても可愛いゴールデンレトリバーのファミリーがいてみなさんの
お出迎えをしたり、自由に館内や敷地内をお散歩しています。
こんな可愛いワンちゃん達がいるデイサービスなら毎日通いたいなぁと思うのは私だけではないはず。

さて福祉ネイルですが、ネイルが初めての方も多くて、彩られていく指先を見ながら少女のような表情を見
せて頂きました！
そんな姿を見られていた他の方々も興味深々で、「私も次はやってみたい！」と
連鎖的効果も生まれて、次回訪問も大盛況の予感です。

～和歌山田辺校～
今年最後のART &ミーティングを開催しました。コロナも終
息せず活動が出来てない方も多いですが皆様前向きに参加し
て下さいました。
もっと福祉ネイルを知ってもらい広げて行きたい。。とイベ
ントへの出店の予定もいくつかありそれぞれに準備をして下
さっています。
またリアルに勉強会が出来、季節のアートの練習をする中で
利用者様にしてあげたい！！と嬉しそうに話しておられまし
た。
これからも皆んなで協力し活動して行きたいと思います。
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北関西ブロックだより

～大阪心斎橋校～
心斎橋校では大阪市中央区の地域の皆様と社会福祉協議会のご
協力の元、【認知症サポーター講座】を開催しました。

地域の方々とグループディスカッションして『改札で困ってい
るご高齢者の場合はどのように声をかけるか。』などを話し合
い交流をもてる場所になりました。

実際にご夫婦でご参加してくださった方は旦那様が認知症で奥
様が実際介護されている、当事者からのお話しやアドバイスを
聞くことができとても学びになりました。

～大阪茨木校～

【イベント出店が再開しました】
夏以降から様々なイベントが徐々に再開し始め
いくつか参加させていただいています。

久しぶりにネイルブースには、
「福祉ネイルのブース楽しみにしていた」
「あ！福祉ネイルや！」目当てにして来てくれださったり、
名前を知って下さる方も増えてきたようで、とてもうれしかったです

【実施研修の定期訪問先から感謝状をいただきました】

3年ぶりに再会した利用者さんから、「待ってたのよ」
とお声をかけていただきました。

【アート＆ミーティングを開催しました】
コロナ禍で福祉ネイリスト活動がなかなかできなかった卒業生や、受講生
とで相モデルになり『福祉ネイルの施術』の流れを復習しました。

後半は、福祉ネイリストで写真家のSHIHO（しほ）さんによる、写真講座を
習いました。上手な写真の撮り方だけでなく、おすすめのアプリや加工方
法、構図や背景・光のことなど、せっかく作ったチップやお客様の指先の
魅力が伝わる写真を取れるように教えていただきました。

施設訪問は
まだまだ再開が
難しいところも
ありますが
福祉ネイリストが
各々でイベント開催
などされ、沢山の方
にネイルで喜んで頂けている姿を見ることができ、コロナ禍ながら盛り上がりをみせています！

写真は認知症サポーター講座、北御堂でのイベントの様子です。
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～東京多摩校～

多摩校ではこのコロナ禍施設への施術に行けず何か卒業生、生徒さん達と何
か出来る事はないか？テストだけではなく、実地研修ができないか？と
探しているなか、ご縁で包括支援センターの方から
『高齢者の方に向けてイベントをやらないか？』と言うお話を頂きました。

初のイベント開催を9月に行うことが出来ました。普段1人で活動していたり、
経験の少ない福祉ネイリストが集まり、楽しくわいわいとイベントに参加で
きることが出来ました。

～神奈川中央林間校～

福祉ネイリストになりたいと熱い思いを持って中央林間校に入校した大沼さ
ん。地元の有料老人ホームでの勤務経験があります。

きっかけは、当時の入居者様から美容に興味があることを聞いたことでした。
「私がやりたかった事はこれだ」とすぐに福祉ネイリストになる事を決意し
ました。

授業も積極的に参加し、卒業後は直ちに営業を開始、伺える範囲の施設200
件ほどを回りました。

本当にすごい行動力です。現在は数カ所の施設に月に1度の訪問をさせて頂
いているようです。

福祉ネイリストとして活動する中でのやりがいは、
訪問日になるとロビーで楽しみに
待っていてくださるお客様の存在や、
お互いのネイルを見せ合いおしゃれ
を楽しんでいる姿を見ることだ
そうです。

中央林間校は、一人でも多くの方に
笑顔をお届けできるよう、今後も
お客様の心に寄り添う福祉ネイリスト
の育成に努めてまいります。

イベントは大好評で先方から定期開催をお
願いされ、来年1月に2度目のイベント開催
が決まっております。

まだまだコロナ禍で厳しい状況の中なんと
か活動していける様に、福祉ネイリストの
資格を取ろうと思った生徒さんたちの一人
一人の想いが無駄にならない様に皆んなで
頑張ってる最中です。

沢山の方に福祉ネイルを知って居ただける
よう1人でも多くの方に実感していただける
よう頑張って行きたいと思います
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～足利校～

足利校 イベント活動
群馬県みどり市の『おむすび堂』様にて、子ども達にネイル体験をさせていただきました。笑顔いっぱい！
子ども達の笑顔は周りを幸せな気持ちにさせますね。

【ニューフェイス登場】

群馬県草津市からお越しの生徒さん、福祉ネイリスト初心者コース
受講にきてくださいました！
とても とても 頑張り屋さんで、
卒業試験に向けて自宅での練習も頑張っています。
ご一緒に活動するのが今から楽しみです！
卒業制作も着々ともうすぐ卒業頑張りましょう

～千葉浦安校～

10月上旬、千葉浦安校では秋のアート＆ミーティングを開催しました

今回はスペシャル企画として
秋葉原校の内海先生をお招きし内海先生が研究集会でも発表された
『JHWN式バブルハンドトリートメント』の特別セミナーを開催して
いただきました。
今回は久しぶりのリアル開催ということもあり、
初参加の方も、久しぶりの方も、参加された受講生・卒業生の
方同士和気あいあいととても楽しい雰囲気の中相モデルにて実践。
ミーティングではコロナ禍での活動の仕方などたくさんの情報交換を
行いました。

千葉浦安校では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
目指しています。
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～千葉千葉校～
11/14 千葉校勉強会開催
今年最後の千葉校ミーティングはメンバーからリクエストの多かった勉強会にしました。
今回は親睦もかねてランチ会を挟んでの2部制で行いました。

1部は営業勉強会。
コロナ前に千葉で一緒に活動していた赤松悠さん(自由が丘校卒)をお招きしました。
たくさんの施設訪問をされている方なので、どのように営業をし活動してきたのか？直接お話しいただきま
した。
コロナの影響でなかなか活動できていない千葉校のメンバーからは、とても参考になる貴重なお話でした。

2部は認知症サポーター養成講座。
特別講師をお招きし、こちらも介護従事者でも改めて気づくことのできたお話で、もう何度も参加している
方もいます。

たくさんのメンバーが集まってくれたので、ランチ会も
楽しくチームとして今後活動していくためのいい時間と
なりました。

～埼玉川越校～

11月上旬に卒業生4人で、埼玉県川越市にあるショッピングモールの
屋外イベントで、初出店。

ポリッシュの色やレイアウト作成など、事前にみんなで集まり時間
をかけて準備しました。
当日はネイル初めての方を含めたくさんの方に喜んでいただきまし
た。作成した活動案内のチラシも配る事が出来てとても充実した2日
間になりました。次回は来年2月出店予定にしています。
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～北海道札幌校～

【小林 乙寧さんの活動報告～】

福祉ネイルでは初のマイクロバスを使った
サロンです。

福祉車両の為、リフトも付いており車椅子
の方も乗り降り可能、施術する椅子はリク
ライニングチェアで、座位が長時間保てな
い方でもゆったりした体制で施術が受けら
れます。

施設から車までの少しの移動距離ですが、
外の空気や日光などを感じられ気分転換に
もなればと思っております。

～岩手盛岡校～

～千葉優子さんの活動報告～
昨年12月オープンから訪問させて頂いている青森市南佃田の
Fit&Life Support Marun5様に、11月21日に3カ月ぶりに訪問
しました。

この3カ月は、新型コロナ感染者増で美容系の訪問は
中止されていました。久しぶりの訪問に、待ち望んで
いた利用者様と新規利用者様に施術。ネイル中も楽しく
おしゃべりが弾み、
利用者様の表情がイキイキしていくのを
見ると本当にこの仕事は素晴らしい！
と、改めて思いました。

私自身、介護職としても
これからもたくさんの方
に笑顔とネイルの楽しさ
を伝えていきたいです！

【今野 静香さんの活動報告】
(浦臼町の鶴沼公園花火大会)
子どもたちが楽しめるものが少ないということ
で、浦臼町の青年部長からご相談があり、
青年部のテントの一角でキッズネイルをさせて
頂きました。
(浦臼町の晩生内まつり)
町内会長の方からお声を頂き、町内のお祭に出
店させて頂きました。
☆ネイルをしたことがないお子様が多く、男女
共に興味を持って沢山来てくれました。
また、このイベント参加により、近隣の老健で

働くスタッフの方から、『うちの施設でも機会があれば高齢者にお願いできますか？』とお声かけ頂き、福祉
ネイルを知って頂くことが出来ました。町おこしの一貫としてこれからも町内のイベントに参加させて頂き、
福祉ネイルを知って頂く機会がもっと増えるといいなと感じました。
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～広島広島校～

広島校卒業生 桜田史武さんが
2022年10月30日（日）付 中国新聞に掲載されました。

聴覚障害がある歯科技工士男性、
福祉ネイリスト資格を取得（福山市）

記事は動画でも観れます！
https://youtu.be/4U5TplHkbcQ

～ZONE会議～

11月21日（月） 19:00～21:00
中四国・九州地区ZONE会議が開催されました。
多くの福祉ネイリストさんの参加で和気
あいあいと盛り上がりました。

～福岡小倉校～

【川野あきさんの活動報告】
11月27日（日）大分県四日市のイベントに出店しました。
年齢層が幅広く、たくさんの方にご来場いただきました。
中には「家も来てくれるの？」 と言っていただいたり、
パンフレットと 名刺を手に取って頂きました。

ご縁がつながると嬉しいです。

https://youtu.be/4U5TplHkbcQ
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～佐賀鹿島校～

【荒金由紀子さんの活動報告】

母（アルツハイマー型認知)の介護経験から
『認知症のお話会』を開催しております。

■認知症のお話会
1回目・・10月18日
2回目・・11月29日
3回目・・2023.2月予定

場所／結庵 (鹿児島姶良市)
コミュニティナースによる
空き家を活用した気軽に集えるお家。

企画のきっかけ・・・
認知症本人の前に、その前にいる身近な家族のサポート、ケア。
自身の経験から、家族であるからこその苦しみから
一瞬でも心の休息に繋がれば…と、お話会を通し一緒
に泣いたり笑ったりできる時間を大切にし、共感し
あえる仲間でありたい。と開催の運びとなりました。

開催後
認知症のお話会を通じ、
10/29にハロウィンイベント
にも参加されており、イベントでkidsネイルを担当。
子供や笑顔溢れる場所は認知症の母にとっても
良い時間となりました

～佐賀みやき校～

【吉田雅子さんの活動報告(福岡県)】

10月22日（土）
グループホーム 和らぎさん主催「虹祭」

初めて1人で参加したイベントでドキドキワクワクでしたが、
福祉ネイルを通してみなさんの笑顔に出逢えて楽しい時間を
過ごせました。

10月29日（土）
福岡県福津市地域の
西福間ハロウィンイベント
親子で福祉ネイルを楽しんでいただけました。
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～ZONE会議開催～

12月8日に東海・中部チームで
ZONE会議を行いました。
総勢11名のメンバーで今年の振り返りを行い、
そして来年の抱負を熱く語らいました！！

来年は東海中部チームが
福祉ネイルを引っ張って行きます！！

～名古屋栄校～

11月27日に名古屋栄校交流会を行いました。

今回はお子様連れでも楽しめるよう、人工芝の上でBBQをしながらピク
ニック気分が味わえる場所にて合計21名でワイワイ楽しく情報交換が
できました。

協会監事をしていただいている(株)イングカワモト松岡様の乾杯から
始まり、途中サプライズゲストで荒木理事長がオンラインでお話をし
て下さいました。

終わってからも感動のメッセージや、営業に対しての質問を沢山頂き、実際、営業活動をし始めた方もいて
とても有意義な時間になりました。
また今回参加できなかった方も沢山いましたので次回は来春頃に予定をしております。

東海地方が益々活性化するように楽しい企画をいろいろ考えていきます。

5年前に取得した方からまだ受講中の方、介護職やネイリストさん
主婦の方など、さまざまな環境の方にご参加頂きました。

どなたのお話もとても学びになる事ばかりでした。

そして協会の営業勉強会に参加をしている福祉ネイリスト２人より
活動の取り組みや、実践している事を発表頂きました。

交流会の最後には協会からのお知らせや、福祉ネイルの可能性につ
いてお話しました。
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