滝川晃一理事長以下、NPO 法人日本ネイリスト協会の幹部 20 名が感謝をこめてご挨拶

日本ネイリスト協会
設立 25 周年記念式典＆懇親パーティ
日本のネイル産業の発展を目的に1985年に設立し

滝川晃一理事長のご挨拶

た日本ネイリスト協会（JNA）は、2010年に25周年

NPO 法人日本ネイリスト協会はお蔭をもちまして設立 25 周年を迎えること
ができました。これもひとえに皆様のご支援のおかげです。式典では、これ

を迎えました。

までの功労者に表彰状を差し上げる機会を得たことをうれしく思っておりま

この節目を記念する
「設立25周年式典」
と
「懇親パー

す。デフレ真っ只中の日本経済ですがネイルにおいては、リーマンショックの

ティ」
を、
「ネイルの日」である11月11日に開催。
ネイ

年は足踏みをいたしましたが翌年からは順調に回復しております。先ごろ発

ル＆ビューティ業界はもとより政界、文化・芸能、多方

行した『ネイル白書 2010-11』でも 2015 億円の市場規模、成長軌道に乗っ

面の方々500名余がご参集くださいました。

ていると発表されました。これもすべて皆様のお蔭、多くの女性の皆様のネ
イルへの思いではないかと考える次第です。日本ネイリスト協会はまだ道半
ばでございます。皆々様のお力をお借りしつつ、25 周年を一つの区切りとし
てなお一層頑張ってまいる所存です。引き続きご支援ご鞭撻のほどよろしく
お願い申し上げます。

山東昭子名誉会長の祝辞
これまで NPO 法人日本ネイリスト協会へ多大なご尽力をいただいた皆様へ御礼申
し上げます。
60年くらい前になりますが、
私の母はデザイナーをしておりました。当時、
お客様はアメリカの方が多かったのですが、
母は PX から入手した真っ赤なマニキュ
アをしておりましたら親戚から、指を怪我したのかと驚かれたそうでございます。
いわばネイルに関して母は先駆者でした。そして今、私が JNA のお手伝いをさせ
ていただいておりますが、25 年前には小さな蕾だった協会が皆様の並々ならぬ努
力の結果、こんなに素晴らしい大きな組織となりました。日本人の技術を世界にア
ピールするためにも、不況の中にあってもネイルで日本全体の経済を押し上げるつ
もりで、私も応援団の一人として頑張っていきたいと思っております。

懇親パーティのオープニングは人間国宝も含む浅草芸妓連の「祝賀舞踊」

功労表彰＜特別表彰＞の倖田來未様も式典に参加
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第一部
設立 25 周年
記念式典

認定理容美容養成学校 部門
受賞の 38 校を代表して国際文
化理容美容専門学校 渋谷校
（荘司礼子様）に、滝川晃一理
事長より賞状と記念品を授与。

11月11日（ネイルの日）
、15 時 30 分よりホテルニューオータニ鶴の間
（東京都千代田区）にて記念式典が行われました。
滝川晃一理事長の式辞、山東昭子名誉会長の祝辞、来賓の祝辞に続
いて、永年の功労に対する表彰式（7 部門189 名）が行われました。
日本ネイリスト協会が設立された 1985 年当時、今日のネイルの隆盛
を予見できた人はどれほどいたでしょうか。しかし確かな信念を持っ
た創設メンバーたちは、セミナーやコンテストなどを通してネイルの
技術と教育活動を地道に着々と広げていきました。長く続いた ネイ
ル冬の時代 を乗り越えて、
いま大輪の花を咲かせた「ネイル文化」
。
JNA 認定講師はもとより、法人会員となっ
て JNA を支えてくださった方々のお力添
えがなければ実現できないことでした。
表彰式では、ひとしおの思いを持ってこ
の晴れの日を迎えた方々に感謝をもって
「功労表彰」が行われました。

法人正会員 部門
受賞の 22 社を代表して滝川株
式会社（滝川和秀様）に、仲宗

功労表彰状と記念品

根幸子副理事長より賞状と記念
品を授与。
ご来賓の祝辞
奥野貴司様 日本エステティック振興協議会理事長
日本ネイリスト協会の催しに出席するたび、役員から現場
の方々まで一体となってイベントを成功させていることに
いつも感激し、
尊敬しております。
『ネイル白書』を拝見して、
この経済状況下で市場規模が 2000 億円超というのも、
世の中の動きを見極める感性を持った方の集まりだと思っ
ております。

ご来賓
金内光信様（東京都美容生活衛生同業組合理事長）
眞家栄光様（全国美容用品商業協同組合連合会副理事長）
松本正毅様（一般社団法人 日本全身美容協会理事長）

認定講師 部門

特別功労認定講師 部門

受賞の 72 名を代表して野村佳

受賞の 18 名を代表して金子実

代様に、仲宗根幸子副理事長

由喜様に、藤原洋二副理事長

より賞状と記念品を授与。

兼専務理事より賞状と記念品を
授与。
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特別表彰

認定ネイル専門校 部門

1996 年から始まったネイルクイー

受賞の 15 校を代表して木下ユ

ンの表彰。これまでにネイルの殿堂

ミ・メークアップ＆ネイル アトリ

入りした３名を表彰。

エ（木下ユミ様）に、藤原洋二

受賞の３名を代表して倖田來未様に

副理事長兼専務理事より賞状と

滝川晃一理事長より賞状と記念品を

記念品を授与。

授与。

「輝かしい場所に招んでいただき幸せものです。ネイルは女性を輝かせるアクセサリー、
これからも大事にしていきます。日本のネイルは海外に比べても一番発達していると
思いますし、海外のアーティストともネイルのことから話がはずみます。ネイルはコミュ
ニケーションのツールになっています」

功労表彰者
部門別リスト
（1）認定理容美容養成学校 部門
国際文化理容美容専門学校 渋谷校
国際理容美容専門学校
東京マックス美容専門学校
東京総合美容専門学校
日本美容専門学校
早稲田美容専門学校
ベルエポック美容専門学校
国際文化理容美容専門学校 国分寺校
北見美容専門学校
北海道美容専門学校
ヘアーアートカレッジ木浪学園
八戸理容美容専門学校
仙台理容美容専門学校
SENDAI 中央理容美容専門学校
宮城理容美容専門学校
秋田ヘアビューティカレッジ
山形美容専門学校
宇都宮美容専門学校
足利デザイン・ビューティ専門学校
埼玉県理容美容専門学校
関東美容専門学校
国際ビューティモード専門学校
新潟理容美容専門学校
タカヤマ アドバンスビューティー専門学校
中日美容専門学校
旭理容美容専門学校
大阪ベルェベル美容専門学校
関西美容専門学校
高津理容美容専門学校
グラムール美容専門学校
NRB 日本理容美容専門学校
福岡大村美容ファッション専門学校
北九州市立高等理容美容学校
福岡南美容専門学校
ハリウッドワールド美容専門学校
福岡ビューティーアート専門学校
熊本ベルェベル美容専門学校
中部美容専門学校
38 校（順不同）
（2）認定ネイル専門校 部門
タキガワネイルアカデミー
NSJ ネイルアカデミー
ネイルズユニークカレッジ 神戸本校
木下ユミ・メークアップ＆ネイル アトリエ
ヒサコヤマサキ・ネイルスクール
アメリカン・ネイル・アカデミー
ネイルバープロフェッショナルスクール
マリアールネイルアーティスト学院
「Nailist」ネイルスクール 名古屋本校
ネイルファクトリー
Ｎ＆Ｎネイリストカレッジ
ネイルスクール YAMAUCHI
ジャパンネイリストスクール
ECC アーティスト専門学校
ジーン ラ ポート ネイルスクール
15 校（順不同）
（3）法人正会員 部門
滝川株式会社
株式会社ビソウ
株式会社シンワコーポレーション
株式会社ネイルラボ
株式会社メロスコスメティックス
オーピーアイジャパン株式会社
株式会社ユミ・クリエイション
株式会社レッドネイルズ
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株式会社 TAT
ネイルパートナー株式会社
株式会社ネイルズユニークオブジャパン
株式会社ヒサコネイル
ネイルズ仲宗根株式会社
有限会社エヌイーエス
株式会社オーガスタプロデュース
株式会社ナチュラルフィールドサプライ
株式会社アネックスジャパン
薄井興産株式会社
株式会社内海
株式会社ニッシン
株式会社ワコールアートセンター
株式会社プラセス製薬
22 社（順不同）
（4）個人正会員 部門
滝川 晃一
木下 秀雄
木下 ユミ
滝川 和秀
藤原 洋二
井手 勝輔
吉川 孝子
藤波 由美子
高木 不二男
佐藤 伸一
関口 健次
菅野 益也
川合 昭
13 名（順不同）
（5）特別功労認定講師 部門
仲宗根 幸子
水野 義夫
金子 実由喜
木下 美穂里
北村 智恵
山崎 比紗子
新岡 潤子
萩原 直見
伊藤 朋子
中村 富玖実
山中 由香里
小橋 涼子
兼光 アキ子
山内 弘美
廣田 直子
黒崎 えり子
山崎 ひとみ
西本 記子
18 名（順不同）
（6）認定講師 部門
野村 佳代
吉儀 安子
小川 浩美
高橋 一枝
明神 真弓
宮島 桂子
小池 貴美子
山田 有里
村田 和子
池谷 真理子
木野 まり
橋本 早苗
西本 美和子
八巻 昌子
野尻 早苗
金子 房代
森実 まり
滝本 美奈子

小川 奈穂美
山田 和代
小田 知恵
宮下 賢一
小笠原 弥生
中野 いつ湖
田尻 ひろみ
森上 由理
米田 寛子
砂田 良実
麻生 いづみ
浅野 正絵
村上 真理
田能 純子
西川 純子
井原 せつ子
磯田 四郎
狭間 よう子
川田 明子
森岡 敦子
有東 秀峰
倉 えりか
木村 郁子
内藤 典子
三和田 恵
水谷 あゆみ
華山 七絵
山本 ゆかり
有本 幸代
木村 純子
肥後 美貴
田中 和子
宇野 佳世子
吉竹 張恵
池原 優子
松島 順子
前里 ひとみ
川島 久美子
佐野 右子
下戸 理恵子
帰山 智美
寺木 智子
高木 宏子
幸田 弘美
石橋 久美子
伊藤 直美
吉田 千晃
有東 清惠
佐々木 利恵
出井 真子
斎藤 千晶
中村 実紀子
井筒 貴子
河野 恵子
72 名（順不同）
（7）創設期功労者 部門
北村 晋
岡村 瑤子
木本 秀美
富榮 スワンソン
佐々木 健雄
中村 文雄
平子 嬉代子
ジェシカ ヴァルトギアン
8 名（順不同）
（8）特別表彰
浜崎 あゆみ
ベッキー
倖田 來未
3 名（順不同）

個人正会員 部門
受賞の 13 名を代表して井手勝
輔様に、水野義夫副理事長より
賞状と記念品を授与。

創設期功労者 部門
協会創設期に顕著な功績のあっ
た方々を表彰。受賞の 8 名を
代表して富榮スワンソン様に、
滝川晃一理事長より賞状と記念
品を授与。

佐藤ゆかり様（参議院議員）
「景気は気からと
申します。日本ネイリスト協会の華やかな雰囲
気で、景気を引き上げ盛りたてて頂きたいと
思います」
。

豪華絢爛の﹁祝賀舞踊﹂から始まった懇親パーティ︒

液工業組合理事長）
、
遠藤彬様（株式会社遠藤波津子美容室代表取締役社長）
。
（後列左より）
「25 周年、ニコニコの協会です。お集まりの皆様の健康と発展を祝して杯をあげましょう。
ニコニコで乾杯！」と、ご発声はＪＮＡ名誉会長の山東昭子様（参議院議員）
。
（中央）

華やかさのなかにも和やかさに満ちた︑
Ｊ ＮＡらしい宴となりました︒

ユミカツラインターナショナル代表取締役社長）
、田尾有一様（日本パーマネントウェーブ

広大な会場も立錐の余地がないほど︑終始大勢のお客様︒

乾杯に登壇された、
松本正毅様（一般社団法人 日本全身美容協会理事長）
、
渡邉志雄様（財
団法人東京都生活衛生営業指導センター）
、田中雅子様（職業訓練法人 全日本婚礼美容
家協会会長）
、奥野貴司様（日本エステティック振興協議会理事長）
、桂由美様（株式会社

華麗かつ厳かに︒
周年の節目に謝恩の夕べ

第二部
設立 25 周年
懇親パーティ
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中内重則様（経済産業省商務情報政策局サービス産
業課企画官）
「美と健康に関する事業が国民の関心も高まるなか、
日頃は技能検定試験の実施などで健全な発展に寄与
いただき、滝川晃一理事長率いる日本ネイリスト協会
の活動に敬意を表します」
。

「出席できずにとても残念です。私が ネイル
の殿堂入り した当時と比べても、今やネイル
アートが一般に定着してきたと思います。これ
からももっともっと、ネイルを楽しんでいきます」
――浜崎あゆみ様。

「日頃、ただネイルを楽しんでいるだけなのに、こんなに素敵な賞を頂け
て光栄です。これからもネイルとともに、笑顔でいたいと思います」
――ベッキー様。
特別表彰者へ贈られたブロンズ像
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東京都からも熱いメッセージ
石原慎太郎東京都知事に代わって登壇
されたのは、並木一夫様（生活文化局
生活文化局長）
、山手斉様（産業労働
局商工部商工部長）
、吉村恵一様（産
業労働局商工部経営支援課長）
、傳田
純様（産業労働局農林水産部調整課
長）
。鈴木隆道様（都議会議員）より
祝福のご挨拶をいただきました。
「日本ネイリスト協会と東京都の事業は
とても密接しています。アート、文化、
産業、環境、雇用の確保はそっくり東
京都の目指しているものでもあります。
日本の文化芸術を世界に広げてくださ
い。ネイリストの輝いている目を前に
すると、日本の将来も明るく開けてい
くように思われます」
。

小池百合子様（衆議院議員）
『ネイル白書 2010-11』を拝見しながら、こちらへ来
ました。市場規模は 2,000 億円超だそうですね。家で
マニキュアをしていたのは昔のこと、これからはますま
すオシャレにいろいろなネイルを楽しむ時代です。ネイ
ルは心のゆとりを実現するためのもの、そして経済を膨
らませます。 日本でよかった と思える社会づくりに、
共に頑張ってまいりましょう」
。

山東昭子JNA 名誉会長へ花束贈呈
協会創設以来、名誉会長をつとめ
てこられた山東昭子様へ日頃の感
謝をこめて、仲宗根幸子副理事長
より花束を贈呈しました。

中締めは藤原洋二 JNA 副理事長兼専務理事
「皆様のお蔭をもちまして 25 周年を盛大に祝うことができて心より感謝申
し上げます。JNA は技術者集団です。講師委員会の不断の努力の賜物と
誇りに思っております。今後は幅広い業界とコラボレーションを組み邁進し
ていきたい。まずはインフラを完備してファッション界の一翼を担うべく、そ
して次世代に譲ってまいる所存です」とご挨拶。
恒例の三本締めは、
指 1 本に 5 年の意味をもたせて 25 年を祝う五本締め。
小さな指の重なりが次第に大きく響きあい、最後には大きな拍手と歓声と
なってお開きとなりました。
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