
　この企画のおかげで母親にありがとうといえました！
　これからはもっと親孝行します。

　ここまで育ててくれて “ありがとう”
　これからも親に感謝を忘れずに人として成長していきます！

　げんき堂整骨院　上板橋　梶　げんき堂いたばし整骨院　横山

　母の日企画　縄田は、 実家が遠いため母の来店は、 かな
いません。
　写真の方は、佐賀で母のように慕っている松永隆子様です。
　母のかわりにご来店頂き受けていただきました。

　ＲＥＬＡＸ モラージュ佐賀　縄田

　今日は母の日企画で母を 40 分間ほぐしました。
　いつも以上にリラックスして笑顔いっぱいの母に嬉しくなりま
した。
　帰った後も母から感謝メールが着ていました…
　母の日に限らずまたお店に呼んで笑顔いっぱいにしたいと
思います。

　ＲＥＬＡＸ 金沢示野　端



私 ： 　「この世に生まれて 30 年。 今までもこれからもありが
とう。 今日もこってたねぇ～。 あっ、私が苦労かけてるのか？
（笑）」

母 ： 　「今日はありがとう。 おかげさまで 30 年分の疲れが
取れた気がします。 これからもよろしくね。」

　ＲＥＬＡＸイオンかほく店　和田森

　普段照れくさくて感謝の気持ちを伝えられないけど、 昨日は
施術というかたちで精一杯伝えることが出来ました。
　これからは社会人として親孝行します。

　げんき堂整骨院　滝野川　小谷

　お母さん私を産んでくれてありがとうございます。
　産んでくれたおかげで沢山の仲間に出会える事ができまし
た。
　これからも宜しくお願いします。

　げんき堂おおご整骨院　西村

　普段母は早く寝ることが多く、 なかなか家で施術できない
ので、この企画のおかげで母を大変喜ばせる事ができました。
　ありがとうございました。

　げんき堂整骨院　岡崎　嶋崎



　お家で施術するのと違いなんか照れくさかったですが、 お
母さんの笑顔を見る事が出来て嬉しかったです。

　げんき堂整骨院　岡崎　古澤 　ＧＥＮＫＩＮＥＸＴふじみ野苗間　田川

　工藤さんに代わりに揉んでもらいました。
　体がさっぱりしたそうです。
　いい機会いただけて感謝しています。
　ありがとうございました！

　実母と義母の 2 人を母の日企画として院にて施術させて
頂きました。
　久しぶりに施術する 2 人の体を日頃の感謝を込めて精一
杯治療させて頂きました。
　今回このような機会を設けて頂きありがとうございました！

　げんき堂整骨院本庄　　植井

　実母と義母の 2 人を母の日企画として院にて施術させて
頂きました。
　久しぶりに施術する 2 人の体を日頃の感謝を込めて精一
杯治療させて頂きました。
　今回このような機会を設けて頂きありがとうございました！

　げんき堂整骨院本庄　　植井



母 ： 冨貴子 = ふーこちゃん ( ６８歳 )
初めてのリラクゼーション体験
肩と脚が疲れる　施術後、 感想は？ってきいたら 『イルカになったみ
たいに海の上フワフワしてた！お父さんにもゆっといたるわ！』 って、
母は天然を越えてるんで笑うしかできませんが、 大変喜んでもらえま
した♪脚が悪く、 本日スクール休講になったのが幸いして奈良店に
連れてくることができました。まだまだ両親におんぶに抱っこしてもらっ
ていますが、 早く逆転し安心してもらえたらと想う田村であります。 ラ
クダマークの会社と両親に感謝出来る日をありがとうございました！

ＲＥＬＡＸ高の原　田村

　私の元気は母の笑顔でチャージされます！
　キツイ顔、 辛い顔を見せずに、 いつも笑顔の母は、 私の
尊敬する女性です！
　お母さん、 いつも本っ当にありがとう！！！

　ＲＥＬＡＸ八幡東　伊藤

　今日は私の職場で , 普段の私がどんなことをしているかを
見せることができてよかったです。
　お母さん , 首が硬くなるまでお仕事お疲れ様です。
　いつもいつもありがとう！
　早く楽させてあげられるように頑張ります！

　ＲＥＬＡＸ八戸　野澤

　普段なかなか感謝する機会がなかったのですが、 母の日
キャンペーンという機会で育ててくれてありがとうという感謝
を込めた治療ができてよかったです。
　改めて母親に感謝しています。

　げんき堂整骨院 鶴見 神保



　いつもありがとう。
　これからもずっとず～っと健康で長生きしてください。」 の感
謝の気持ちを込めて ・ ・ ・ 。

　ＲＥＬＡＸ苫小牧　竹原

　いつもありがとう！
　まだまだ迷惑かけるかもしれないけどよろしくね （＾＾）

　ＲＥＬＡＸ佐野　山岸

　母さん、 せっかくなんだから顔だせばいいのに～でも喜ん
でくれてよかった。
　母さんいつもありがとう〓

　ＲＥＬＡＸワカバウォーク　小林

　おかんの身体 ・ ・
　こんなに小さかったっけ。
　今まで苦労かけてごめんな。
　生んでくれてありがとう。

　ＲＥＬＡＸワカバウォーク　深澤



　この企画を通して改めて今、 がんばれている自分は母や父が
いてくれるおかげなんだと気付きました。 　母には私が白衣を
着て実際に仕事をしているところを初めて見せてあげることが
でき、 お母さんのおかげで私は元気に仕事できているよと伝え
ることができました。 　私が仕事を憶えたてのころは何度も練
習に付き合ってもらっていたことを思い出しました。 　母には、
まだまだですが自分の成長した姿を感じてもらえたかなと思い
ます。 　これからも、 もっと努力して母が胸を張って自慢できる
息子になろうと思います。 　お母さん生んでくれてありがとう。

　げんき堂ふなばし駅前整骨院　田村

　お母さん生んでくれてありがとう！
　ここまで大きくなれたのはお母さんのおかげだよ！
　 ・ ・ ・ って恥ずかしくて口に出して言えないから今日はお
母さんのかかときれいにしてあげるね〓

　ＲＥＬＡＸワカバウォーク　天沼

　今日は、 家族でフランソワーズモリスを体験してきました。 　
　妻には、 日頃の感謝を込めてモリスでネイルケアを受けても
らいました。

　げんき堂整骨院　北大塚　吉井

　恥ずかしさもあったが普段の感謝の気持ちを伝える事がで
きて温かい気分になれました。
　なかなか感謝の気持ちを伝える時間が作れなかったのでこ
ういう企画、 機会に感謝しております。
　来年はスタッフが更に呼べるように人として、 店舗責任者
として良さを広めて参ります。

　ＲＥＬＡＸ錦糸町　藤巻



　ＲＥＬＡＸイオン高崎　宮寺

　『こんなスゴイ空間で働いてるの〓感動して鳥肌たっちゃっ
た』 と言ってました。
　私も思わず、 『そうなんだよ〓いいでしょ～』 と、 自慢しま
した。
　毎日いる職場に慣れてしまっているので、 正直、 こんなに
喜んでもらえると思わなかったので私も嬉しかったです。

　オカンヘ
　僕が、 やんちゃ時代だった頃、 オカンには、 たくさんの苦労
や迷惑をかけてきたこと ・ ・ ・ 申し訳なく想っています。
　そんな僕に、 真剣に向き合ってくれたおかんのおかげで、
今の僕が居ます！！
　普段の生活の中で、 面とむかってはなかなか言えないけ
ど ・ ・ ・ オカン　本当にありがとう！！

　ＲＥＬＡＸ八幡東　松井

　お母さん。
　時に厳しく、 時に優しく見守ってくれて
　いつも感謝してます。 ありがとう。
　日頃の感謝の気持ちを込めて ・ ・ ・
　リフトアップで少しは若返ったかな？
　いつまでも可愛いお母さんでいてね。
　これからもよろしくお願いします。

　ＲＥＬＡＸ小牧　井上

　小竹さん母 ： 楽になりました。 またきます。
　担当中村

　げんき堂整骨院　イオン羽生　小竹



　生方母 ： とっても楽になったわ。
　１０歳くらい若返った感じだわ。

　げんき堂整骨院　イオン羽生　生方

　大変満足してくれました。
　ありがとうございます！

　ＲＥＬＡＸ盛岡南　進藤

　ＧＥＮＫＩＤＯ執行役員　井口

　本日、 井口の実母 （井口れい子　67 歳） 義母 （後藤　加代子　
72 歳） 二人を 「母の日感謝企画」 として 60 分施術をさせて頂きま
したのでご報告いたします。 　二人の母は本庄アピタが最寄の店舗で
現在、 患者でも通ってくれている為、 げんき堂整骨院本庄のベットを
借りました。 　義母はいつも　右の坐骨神経痛がありましたが 60 分
施術をしたら 「歩く時の痛みが取れたと！」 ととても喜んでくれました。
　実母も勿論喜んでくれました。 　私事で申し訳ございませんが、 家
の息子は心臓病障害があり、 空気感染予防の為、 産まれてから数
えるくらいしか母達に会わせることが出来ていないことを、 息子として
いつも心苦しく思っていましたので、 「いつかげんきになった息子と心
おきなく遊んであげて下さいね」 と伝えながら施術をしました。 　「絶
対治るから大丈夫！」 と逆に二人の母親に励まされてしまいました。
　まさに、「親を思う心に勝る親心」 ですね。 　母達に心から感謝です。

　いつも本当にありがとう！！
　感謝しています！！

　ＲＥＬＡＸアイム小倉　大石



　いつも本当に本当にありがとう！！！

　ＲＥＬＡＸアイム小倉　長谷川

　いつもハイテンション、 無意識にがんばってしまう母の背中
はパンパン！でした。
　自他ともに認めるニコチャンマークがとりえの母だからこそ、
体のことも気にかけてあげないとなぁと改めて思いました。
　「たまにはひと息ついてね」

　ＲＥＬＡＸアイム小倉　倉垣

　いつもわがまま言う私にうんうんと聞いてくれて、 いつも
厳しいけど‥
　あなたのためよと怒ってくれて、 そのお陰で今の私がいる
とおもってます (^O^)
　日々感謝です

　ＲＥＬＡＸアイム小倉　堤

　ＲＥＬＡＸ大橋　古川



　げんき堂整骨院　境町　栗原

　本日は、 日頃の感謝の気持ちを込めて行いました。

　げんき堂整骨院　境町　西村

　日頃の感謝の気持ちを込めて精一杯自分の技術を使って
施術致しました。
　産んでくれてありがとう！
　命をくれてありがとう！
　親に感謝！！

　このような形で感謝を伝えることができ有難いです。
　とても喜んで貰いよい母の日になりました

　ＲＥＬＡＸ戸畑　尾上

　ＲＥＬＡＸ六地蔵　高田



　★玉利コメント⇒お母さん、 いつもありがとう！

　げんき堂整骨院　幸町　玉利

　施術後のツーショットです。
　偉大なる母に感謝！

　げんき堂整骨院　幸町　内田

　筋緊張が強く、 ほぐすのが大変でした。
　でも、 この体で私をここまで育ててくれたと思うと感謝でいっ
ぱいでした。
　母の苦労を少しでも楽に出来た様な気がしました。

　げんき堂整骨院　幸町　佐藤

母は残念ながら来られなかったため、 日頃、 母親としてもとて
も頑張ってくれている妻に来てもらいました。
「これからもたまに寄って施術をして行くね」 とのことでした

　げんき堂整骨院新瑞橋　服部



　普段なかなかその感謝を行動で示せないので、 今回このような
機会を頂き、 少しだけですが、 親孝行が出来て良かったと思い
ます。
　クレドにもあるように、 産んでもらった事を両親に感謝し、 これ
からもその感謝を形にしていきたいと思います。
　本当に、 このような機会を与えて頂き、 ありがとうございました。

　げんき堂　くりす整骨院　山本 　げんき整骨院　長町　荘司

　げんき整骨院　富谷　三條 　ＲＥＬＡＸけやきウォーク前橋　山田



　げんき堂　くりす整骨院　野辺

　ＲＥＬＡＸ大橋　友永

　普段、 面と向かって言えない 「ありがとう」 と言う言葉。
　精一杯伝えることが出来ました。
　この企画を通し自分なりの親孝行が出来たと思います。
　このような企画 ・ 場所を作っていただきありがとうございます。
　がんばろう！！日本！がんばろう！！仙台！！

　げんき堂整骨院ララガーデン長町　遠藤

　いつもは言えない感謝の気持ちを伝える、 よい機会になり
ました。
　ありがとうございます

　ＲＥＬＡＸ戸畑　姫野



　本日はありがとうございました。
　震災があってから心も体もなかなか休むことが出来なかっ
た両親に今回施術を受けてもらうことができ本当によかった
です。
　尊敬する両親への感謝の気持ちを日々忘れずに、 これから
も精進していきます！！

　げんき堂整骨院ララガーデン長町　大森

　いつも明るく元気な母ですが、 天候によって身体が辛くな
るようです。
　でも辛い表情を見せずに私を送り出し、 私が帰宅するまで
子供達の世話をしてくれています。
　お母さん、 いつもありがとう！
　これからも宜しくお願いします！

　ＲＥＬＡＸ八戸ラピア　坂下

　漁業、 農業、 主婦、 妻、 母、 祖母という何役もこなし、
朝から晩まで働き、 それでも気晴らしやリフレッシュを忘れな
いパワフルな母は、 お手本でもあり、 ライバルでもあります。
　今は、 完全に負けていますが、 追いつけるよう頑張ります。
　産んでくれてありがとう！

　ＲＥＬＡＸ八戸ラピア　山道

　今日は私の職場で , 普段の私がどんなことをしているかを
見せることができてよかったです。
　お母さん , 首が硬くなるまでお仕事お疲れ様です。
　いつもいつもありがとう！
　早く楽させてあげられるように頑張ります！

　ＲＥＬＡＸ八戸ラピア　前田



　ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ足利　堀越

　普段は照れくさくて伝えることの出来なかった 「感謝」 の気持ち
を今回の企画を通して伝えることが出来ました。
　これからも元気で明るい母でいて欲しいです。

　我が家は子供が昨年の 10 月に生まれ 妻共に共働きの為 
子供の面倒を義母に見てもらっております。
　そのため、 義母の身体にもいつも負担がかかっております。
　その負担が少しでも軽減されるよう、 感謝の気持ちを込め
て施術いたしました。

　ＲＥＬＡＸ　mina 津田沼　関根 

　ボディとアイヘッドコースをプレゼントです。
　母は気持ち良かったと言ってました。
　嬉しいです。

　ＲＥＬＡＸ高岡　後藤

　昨日、 母を招待しました。
　足がいいなという希望でフットとおまけのアイヘッドのゆっ
たりコースで案内しました。
　足すっきりしたよと喜んでもらえました！
　施術あとで眠たそうです。

　ＲＥＬＡＸ高岡　川原



　日頃、 仕事で疲れ背中が丸くなっていた母に。
　解してあげたいなぁと思いつつ、 なかなか機会もなかった
のですが、 今回、 実現することができました。
　母にも楽になったと喜んでもらえ、 母の日企画に感謝感
謝です！
　ありがとうございました。

　ＲＥＬＡＸ高の原　平田

　ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ前橋朝倉

　いつもぶつかってばかりの私達ですが、 私の 『夢実現』
を応援してくれてることに感謝しています。
　家族を解すこと！私の原点です。
　身体の管理は、 私に任せてね。

ＲＥＬＡＸ小倉　佐野

　ＲＥＬＡＸ福岡東　甲斐田



　ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ前橋朝倉 　ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ前橋朝倉

　昨日、 母の日企画として、 朝倉町の施設見学会を兼ねてス
タッフの親御さん ・ ご家族を招待しました。  
　初めは少々、 照れ臭い感じもありましたが、 スタッフのご家
族と沢山お話をすることができ、 笑顔が沢山の家族見学会を
することができました。  
　人を活かす、 人に活かされるということが、 本当に肌身に
感じることができました。

お疲れ様です。
母の日企画を 5 月 21 日に実施しました。
一押し一押しに日頃の感謝を込めて、 施術しました。
私の母が母で良かったです。

　げんき堂整骨院盛岡南　山崎

母　　気持ちよかったです。

山本　緊張しました。

　ＲＥＬＡＸ高岡　山本



　毎日の仕事で疲れている母に喜んでいただけて良かったで
す。
　協力していただいたリラックス秋田の皆さんに感謝すると共
に自分の手技でも喜んでもらえるよう努力を続けます。

盛岡MOSS進藤さんのお母様（施術者は秋田のスタッフ加藤さん）

　息子が風邪をひき、 嫁さんのお母さんに急遽ヘルプにきても
らいました。
　ありがとうございました。
　感謝の気持ちを込めて施術をしました。
　義母と交流が出来てうれしかったです。

　ＧＥＮＫＩＤＯ　根井統括

　ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　ふじみ野　神山

 今回、 母の日キャンペーンということで、 母親にマッサージを
させてもらいました。
 近くにいるものの、 なかなかマッサージをする事がなかったの
で、 いい機会になりました。
 この様な形で親孝行が出来るのもこの仕事のすばらしいとこ
ろですね。
 これからもこの仕事に誇りを持って日々精進していきたいとお
もいます。  “ツエちゃん、 ありがとう！”

　げんき堂整骨院　盛岡 MOSS　高橋哲史



　今年の母の日のプレゼントは、 施術してもらうという、 少し変わったもの
でしたが、 体験してみて体のつらい所が楽になりました。 　良いプレゼントを
頂きました。 　どうもありがとうございました。

種藤コメント
　この仕事に就くまで、 両親には本当に応援してもらいました。 　その応援
に何か答えられればと考えていますが、 その機会をあまり得られずにいまし
た。 　今回、 母の日企画という事で招待しましたが、 母には、 照れながら
も喜んでもらう事ができました。 私も母に対して、 このような形で施術でき
たことを嬉しく思います。 　これを機会に、 もっと両親に今までの応援に答
えられるよう、 そして治療家になれるよう頑張りたいと思います。

　げんき堂整骨院秋田　種藤 　ＲＥＬＡＸ高崎駅　島村　オーナー

　今ままで学生の時や試験に落ちた時、 言葉ではきつい事を
言いながら温かいご飯を出してくれたり、 帰りを待っててくれ
ました。
　数えきれないくらい沢山迷惑をかけてきましたので、 これか
らは精一杯感謝の気持ちを、 言葉で表現で伝えていきます。

　げんき堂整骨院津田沼　松村

母コメント
　自宅でやるのと違って、 娘の仕事場で良い機会を与えてい
ただきありがとうございました。 とても気持ちの良い時間を過
ごせました。

娘コメント
　初めて自分の仕事場で親を施術するのは少し緊張しました
が、喜んでもらえてうれしかったです。　またこういう機会があっ
たら、仕事姿を見てもらいたいです。　ありがとうございました。

げんき堂整骨院川口　吉田



さすが、 山登りの名人だけあって
脚の筋肉はしなやか !!
今年もたくさん山を登って下さい !!
そして、 体にも充分気をつかって下さい !!

　げんき堂整骨院盛岡 MOSS　山口耕介

　本日営業終了後に、 母親を院に呼び、 母の日企画を行
わせて頂きました。  　普段、 自宅に帰ったら寝ていてあまり
会話ができませんでしたが、 今日は久しぶりに会話ができ、
笑いあえてとても良い時間でした。  　実際、 身体に触れて
みて、 お母疲れてるんだなとわかりました、 普段感謝を照れ
て伝えられませんでしたが、 今日は、 心から感謝を伝えるこ
とができました。  　母親も、 またこういう機会があれば嬉し
いと言ってくれました。　今回はこのような機会を与えて頂き、
ありがとうございました。  

　げんき堂くりす整骨院 福本

げんき堂整骨院御徒町　飯田 　ＲＥＬＡＸ大和郡山　谷脇



　げんき堂整骨院福岡東　田中 ＲＥＬＡＸ福井　久司

　東北よりグループスタッフのキクチ様のお母様がご来店くだ
さいました。

担当 ： 赤坂　コメント 【グループ間でこのようなキャンペーン
を全力で行えている事に感動致しました！親孝行の大切さ
を再認識致しました。

ＲＥＬＡＸ相模大野　赤坂 ＲＥＬＡＸ佐賀　浪瀬

いつもありがとう！



毎年お正月に、 おせち料理を差し入れしていただいてます。
料理上手なお母さんです。

　ＲＥＬＡＸ佐賀　西村

　いつも感謝の言葉を伝えてはいますが、 整体までは、 母も
父も遠慮をし、 出来ずにいたところ、
　会社でこのような企画を作って下さって、 母に話し、 来ても
らうことが出来ました。
　大変喜んでくれて、 良い所で働いているねと言われました。
　私も嬉しくなりました。

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ伊勢崎境　都丸

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ古河小堤　大島

　日頃仕事で遅くまで頑張っている母の為に少しでも体が楽
になって欲しいと思い施設に呼びました。
　施術を受けた母は体が自分のモノとは思えない位軽くなっ
たと喜んでいました。

げんき堂整骨院アピタ本庄　古川



げんき堂整骨院　八戸沼館　宮木

　鍼灸学校時代に東京でお世話になった母親代わりの方で
す。
　肩と膝の痛みを訴えていましたが、 鍼治療で改善致しまし
た。

　げんき堂あおぞら整骨院　中野

　昔から顔がそっくりと言われるおかんです。
　「生んでくれてありがとう」 「命をありがとう」 という
　思いを込めて施術させていただきました。

　げんき堂整骨院　新潟東　七里 　げんき堂整骨院　ウニクス高崎　清水


