
　ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 本庄けや木 山谷さん

母の日企画にて、母をＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ本庄けや木に呼

び、施術させて頂きました。

初めは緊張しましたが、母と１対１でのコミニュケーション

でたくさんの話が出来ました。また、母もとても喜んでくれ

ました。仕事場の環境を知ってもらう良いきっかけになった

と思います。

これを気に、今後親孝行をしていきます。このような機会を

設けて頂き、ありがとうございました。

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 伊勢崎ひろせ 柳田祖母ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 伊勢崎ひろせ 井上親子

げんき堂整骨院　筑紫野　藤山さん

本日義祖母の自宅で母と２人60分施術しました。

リラックス浜松市野　荒川さんリラックス中部エリア　大浦ＭＧＲ

左記が九州の実母に花を送った写真で一

緒に映ってるほうが義理母を大高店で施

術した写真です

普段家で施術してますが店舗の静かで落

ち着いた空間で施術してもらい凄くリ

ラックス出来たと喜んでくれました

健康サポートげんき前橋朝日町 金善貞さん親子 リラックス苫小牧店　竹原さんリラックス旭川西店　林さん

いつもありがとう。

産んでくれた事に感謝しています。」

今回の企画のおかげで、祖母と普段はしないような話ができ、

どれだけ自分が大切にされているのか、想われているのかに

気が付きました。私が生まれてからズート見守ってくれてい

る祖母の優しさと強さに感動しました。自慢の祖母です。

これからは、今までの感謝を込めて、恩返ししていきます。

一緒に出掛けたり、美味しいもの食べたり、たくさん話して

笑って過ごしていこうね。

いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。

素晴らしい企画を、本当にありがとうございました！



リラックス八幡東店　下村さん

いつもありがとう！

感謝感謝です。

これからも身体を大切にして元気でいてください。

リラックスイトーヨーカドー明石店　平井雅子さん

日頃から五十肩や坐骨神経痛・腰痛に悩んでいる母に、当初

45分のところ60分施術しました。実際施術してみて、こん

なにも身体を痛めつけてまで今まで家事に仕事にと、奮闘し

てくれていたのだなぁとしみじみ感じることが出来ました。

精一杯感謝の気持ちを込めて施術しました。

明石店スタッフ一同から贈ったカーネーションも、喜んでく

れてサプライズ成功！！親不孝な娘ですが、これからは少し

でも恩返ししていきます！！

リラックス品川シーサイド店　深澤恵さん

リラックス品川シーサイド店では無料施術プラスαで何かで

きないかと考えました。お母さんの立場になって考えた時、「ど

んなお店でどんな事を」は伝わりますが、もっと知りたい事っ

てあるはず。例えば、「どんな仲間たちと働いているのか？」

　「うちの子はどんな働きっぷりなのか？」

そこで、スタッフ全員から感謝を込め「メッセージ入りの色紙」

を用意し、その「知りたいであろう内容」が伝わるプレゼン

トをお渡ししました。

リラックス入間店  小松 久美子さん

普段言えない

「いつもありがとう」

の気持ちを込めて施術しました。

介護ＮＥＸＴ　築根ＭＧＲ

最近夜が遅く全くほぐしてあげられていなかったので、母親

の肩はバリバリになっていました。

色々な話も出来る時間でした。

やっぱり幾つになっても子どもが心配みたいです。

心配を少しでも減らせるようにまだまだ頑張ります！

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ深谷　関口親子リラックスイトーヨーカドー明石店　福田恵子さん

本日1日遅れですが、母を招待致しました。2月にフェイシャ

ル資格を取れたこともあり、現役美容師として頑張っている

母に、いつまでも若若しくいてほしい。という思いを込め、フェ

イシャルを致しました！普段からよく笑顔の母の顔はひどく

張っており、終わった後はスッキリした～☆と喜んでくれま

した。スタッフも元気にお迎えしてくれ、最高のお礼が出来

ました。これからも、ちょくちょくお店に招待し、娘の成長

の姿を感じてほしいと思います。

介護ＮＥＸＴ　戸井田ＭＧＲ

二人のこどもの母になる妻。
自分を含む三人を育ててくれた母。
父を含む三人を育ててくれた祖母。
自分にできる事は介護。
*整体　*体位交換　*口腔ケア　*整容
なかなか面会に来れないが精一杯の感謝を伝えました。
そして、母親には練馬駅内のリラックスで癒しを。
妻には大仕事を終えたら愛と感謝の思いを形にして伝えます。
父を、私を、我が子を生んでくれて、育ててくれて心から あ
りがとうございます☆ミ

 リラックス レミィ五反田店　門間さん

今まで、母にあまり施術をしてあげた事がありませんでした。

丈夫で元気な母ですが、これからはもっと労わってあげたい

です。



リラックス太田ラブ店　富岡さんリラックス大高店　丹羽 愛さん

リラックス八幡東店　伊藤さん

いつも明るいお母さん～大好き！！

リラックスイトーヨーカドー明石店　森本　菜穂さん

先日、５月１２日に母を店舗に招待し、45分間のボディリラ

クゼーションをプレゼントしました。　今まで、私をいつも

一番理解して常に応援してくれた母に、仕事中の自分を見て

もらうと同時に、お礼をすることが出来て、今までで一番良

いプレゼントが出来たように思います。　母も、もっとして

欲しそうでしたが喜んでくれたので良かったです。続きを家

でもしてあげました☆　これからも、たまにお店でしてあげ

たいです。

リラックス東神奈川店　新倉千紘さん

リラックス発寒店　秋田さん ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 浦和原山　外木場さんげんき太田町スタッフ　佐々木麻子さん

リラックス大高店スタッフ、尾崎麗渚さん



リラックスワカバウォーク店　天沼成美さん

入社して一年

母に喜んでもらえる施術が出来るようになりました。

今まで頑張ってきてよかった！

お母さん生んでくれてありがとう。

フランソワーズモリス　蓮子智世さん

リラックスサンタウンすずらん館店　田村さん

母 冨貴子７０歳

フェイシャルをプレゼントさせていただきました♪　母から

『子供産んどいて良かった！』ったと逆に感謝の言葉を貰っ

ちゃいました！　本当この会社に出逢えて良かった♪

もっとがんばるぞ～熱くなった次第です！

お母さん、会長、準備してくたスタッフ、出逢った方々に改

めまして、ありがとうございます！

げんき堂整骨院 ウニクス高崎　田子さん

本日、30分お時間を頂き、母の日企画に参加させて頂きました。

ガチガチの身体をほぐしてあげられ、母も喜んでくれました！

ありがとうございました。

げんき堂整骨院鈴鹿　穴見さん

げんき堂整骨院アリオ札幌　遠藤さん げんき堂あさひ整骨院　稲葉優樹さんげんき堂整骨院アリオ札幌　駒水さん

介護ネクスト　野島ＭＧＲ

(株)介護ネクスト野島です。今日は午前中お休みをいただき、

実家に寄って母親を連れ出し、げんき堂春日井にて施術を受

けてもらいました。初めての体験で、施術後、身体が楽になっ

たと感謝されました。施術してくれた服部統括、春日井のス

タッフの皆さんに感謝です！久しぶりに親孝行できました。



リラックス　越谷レイクタウン  長櫓 眸さん

義母が来店しました。

日頃の感謝の気持ちを込めて招待しました。

五十肩がスッキリしたと言って喜んでました。

リラックス　エルミこうのすＳＭ店　荒町さん

リラックス戸畑店　尾上尚輝さん

母の日に、母と叔母と祖母に施術を実家に帰り行いました。

写真は祖母とです。

89歳になるけど誰よりも明るく元気です。

母も叔母も私も元気になります。

尊敬し感謝します。ありがとうございます。

リラックス 入間店　豊山さん

母の還暦祝い。

いつも支えてくれる母に感謝！

いつもありがとう。

リラックス戸畑店　姫野真美さん

お母さんいつもありがとう！

げんき堂くりす整骨院　杉本さん

日頃から母親のように接してくれ、食事、健康のことを気遣っ

てくれている、現在お付き合いをしている彼女の母親に日頃

の感謝を伝えて行ないました。　

げんき堂整骨院新潟東　七里貴志さんげんき堂くりす整骨院　野辺さん

高校生の時からシングルマザーで育ててくれた母親に「生ん

でくれてありがとう」と感謝を伝え、心を込めて行いました。

リラックス　エルミこうのすＳＭ店　武井さん



リラックス　アイム小倉店　倉垣さん

いつも相談にのってくれてありがとう！

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ東松原 施設長　松田さん

ほんの少しですが、感謝の気持ちです。

心を込めて施術しました。

お母さんありがとう！

元気でいてください。

げんき堂整骨院　鳳　道林さん

帰省し

げんき堂アルプラザ・ベル福井にて

母に施術しました。

介護ＮＥＸＴ　桑水流ＭＧＲ

お疲れ様です。

僕の母です。

学生時代はいつもおにぎりを作ってくれる、明るく優しい母

です。

肩こりがひどく今回のプレゼントを喜んでくれました。

いつも支えてくれる親に感謝です。

リラックス　アイム小倉店　長谷川さん

いつもありがとう！

感謝してます

リラックス　アイム小倉店　水津さんリラックス　アイム小倉店　船越さん

ありがとう！

リラックス　アイム小倉店　大石さん

いつもありがとう！！

リラックス　アイム小倉店　池見さん

いつもありがとう！！

いつもありがとう！

感謝してます



げんき堂整骨院　八戸沼館　宮木さん

患者さんに囲まれて

毎日当たり前に仕事が出来るのは

いつもご飯を作ってくれているお母さんのおかげです。

いつもありがとう。

生んでくれてありがとう。

げんき堂整骨院　八戸沼館　高橋さん

この時代、この国、母の娘として生まれとても幸せです。

また一緒に母娘２人旅に行きましょう。

これからも健康で笑いの絶えない母でいてください！

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ熊谷籠原　渡辺裕子さん

26日、母の誕生日でした。

母が生まれたことにも感謝し

産んでくれたことに感謝します。

自宅にて施術致しました。

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ伊勢崎境　庭野卓さん

5月は母の日+誕生日でした。

今、家の母は腰を痛めていて、おおひら整骨院に通っています。

おおひら整骨院のスタッフ方がとても良くしてくれると言っ

て喜んでいます。

そんな母親に感謝をして実家にて施術をさせて頂きました!

生んでくれてありがとう。

げんき堂整骨院川口キャラ　皆川さん

いつも働いている職場に母がいる事は何か変な緊張感を覚え

ました。今年で82歳になります。いつも膝が痛いと、言って

いましたがなかなか恥ずかしい（なぜだか分りませんが）と、

院に来てくれませんでした。これをきっかけに来てくれると

ありがたいです。母に感謝の気持ちを伝える機会を職場で与

えて頂き感謝いたしております。ありがとうございました。

母コメント：楽になりました。ありがとうございました。（あ

まり喋れなくて申し訳ありません）

げんき堂整骨院上板橋 梶さん

今回は母親と奥さんを感謝を込めて治療させてもらいました。

普段は中々言う機会がないですが、この企画をかりて、いつ

もありがとうって伝えられました。

これからも感謝の気持ちを忘れずに全力で患者様をサポート

していきます。

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ 伊勢崎境　都丸洋子さんげんき堂整骨院ウニクス高崎　関根匡志さん

本日、母の日キャンペーンで３０分の時間を頂き母親に施術

しました。

普段は恥ずかしくて伝えられないありがとうを伝えることが

できました。

このような場所を作って頂きありがとうございます。

リラックス佐賀店　日高さん

お母さん、いつもありがとう。



リラックス八戸ラピア店　坂下美貴さん　母：坂下スミさん

私が仕事の時は

私に代わって子供達の母親になってくれる

パワフルな母です。

母が居るから

私は夢に向かって頑張れてます！

母さん、いつもありがとう！

楽・八木橋、中条さん

リラックスモラージュ佐賀　西村さん

いつもピカピカにお掃除をしてくれて

ありがとうございます！

感謝しています。

リラックスモラージュ佐賀　浪瀬さん

お母さんいつもありがとう。

たまにはゆっくり休んでね。

リラックスモラージュ佐賀　小川さん

いつもありがとう。

また一緒に飲みに行こうで！

リラックス八戸ラピア店　山道洋子さん　母：山道絹子さん

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。

最近では少しですが

揉んであげる時間を増やすようにしています。

これからもよろしくお願いします！

産んでくれてありがとう！

リラックス八戸ラピア店　堀切智行さん　母：堀切房子さん

母の日の感謝の言葉をおくります。

いつもうまい弁当作ってくれてありがとう！

産んでくれてありがとう！

リラックス八戸ラピア店　前田智里さん　母：前田りゅうさん

いつもとても元気な母なので

これからもずっと健康で元気で居てほしいなと思い

ほぐしました。

肩や背中の日頃気になる所も楽になって頂けたようです。

このような機会を頂けた事にも感謝しています。

リラックス発寒店　米谷さん

5月 25日に母の日施術をさせていただきました。

技術はまだまだでしたが

母親の笑顔も見れ

わずかながら親孝行ができました。

このような機会を与えて下さり

本当にありがとうございました。



ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ前橋朝倉町　佐藤大輔さんげんき堂鍼灸整体整骨院アリオ八尾　今川雄太さん

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ高崎上中居　高橋さん げんき堂整骨院盛岡MOSS　玉山久美子さん

生きていてくれて、生んでくれて、ありがとう。

感謝しても、しきれないです。

お母さんの願い必ず叶えるからね！

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ高崎上中居　中曽根さん

リラックス大橋店　友永さん

いつも笑顔が絶えないおかん

早く孫を抱かせてもっと喜ばせたい

又砂ずりの煮付け食べに行くけん

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ高崎上中居　関口さんリラックス大橋店　平島さん

文句ばっかり言って困らせた時もありましたが

本当はお母さん大好きです。

いつまでも元気に長生きしてください

げんき堂鍼灸整体整骨院アリオ八尾　鍵啓夫さん



リラックスむさし村山ミュー店　工藤さん

いつも元気で

明るく前を見る背中をみて育ちました！

いつもありがとうございます

　リラックス 入間店　藤谷さん

言葉では

伝わりづらい

感謝の気持ちを

手から

身体に伝えました。

リラックス イオンモール伊丹テラス店　前田千草さん ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ尼崎南塚口　岩城 陽さん

いつもお世話になっている嫁の母とです。

どこかへ行くと必ず土産を買って来てくれ、はやく一緒にゴ

ルフ周りたいね！といつも気にかけてくれる母に日頃の感謝

を込めて施術しました。明日もゴルフなので、調子が良くな

りとても喜んでもらいました。普段する事はないであろう事

に、きっかけを与えてくれる職場に感謝してます。自分の母

は今、闘病中なので、来年は元気な姿で一緒に写真を撮りた

くさん感謝もしたいです。

リラックス イオンモール伊丹テラス店　大島洋子さん

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ尼崎南塚口　高岡真粧美さん

4月より、子ども２人を保育所に預けることになり、病気になっ

た場合はいつも預かってもらっています。

日頃料理なども教えてもらい、自分の母以上にお世話になっ

てる母へGENKI　NEXTで学んだ介護整体をしてあげました。

とても喜んでくれ、「これは元気になるわっ！」と言って頂き

恩返しができ嬉しかったです。

いつまでも、元気に過ごして欲しいです☆

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ尼崎南塚口　谷口千絵さん

いつも私の味方であったかく見守ってくれる母

こうして頑張っていられるのは母におかげ・・・

本当に感謝です！

そんな、大好き♪な、気持ちを伝えたくて

体をほぐさせてもらいました。

これからもよろしくね、お母さん♪ 

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ尼崎南塚口　高倉美き

いつも、そっくりと言われる息子との、ツーショットです！

今回は、私一人の母親として普段練習させてもらっている息

子が、日頃の感謝を込めてほぐしてもらいました。

手元はおぼつかないですが、とても心地よく日頃の感謝の気

持ちが伝わってきました！少しは母を尊敬してくれたかな？

(笑 )よくお手伝いをしてくれる優しい子です (*^o^*)

こんな機会を頂けるOMG　PATNERSも私にとってはかけがえの

ない母のような存在です。

毎日が幸せです (*^o^*)　ありがとうございます。

リラックスむさし村山ミュー店　岡田さん

キャンペーンのおかげで

親孝行できてよかったです！



リラックス三郷店　立野亮店長

リラックス大橋店　古川さん

お母さん大好き!

お母さんみたいなお母さんになりたい!

 リラックス北戸田店　鈴木さん げんき堂整骨院 盛岡MOSS 進藤健哉さん

わざわざ盛岡まで来てくれてありがとう！

これからも、体調に気を付けて下さい！

産んでくれてありがとう!!

これからも宜しく！

げんき堂 整骨院　秋田　種藤さん

母の日のプレゼントとして、少しばかり身体を治療しました！

喜んでくれたようです！

なかなか実家に帰る機会は少ないですが、その機会には親孝

行できればと思います。

 げんき堂整骨院川口キャラ　吉田さん

今回は体の痛みがあるとうれしそうに来院してくれました。

去年に比べ施術した感覚も筋肉の緊張が強く感じました。母の日

に毎年私の職場で施術を受けるのが楽しみだと、笑顔で言っても

らえました。来年も成長した私を見てもらえるように頑張りたい

と思います。

母コメント：母の日プレゼントありがとう！！とてもリフレッ

シュできました。去年に続き今年も職場でやってもらえてうれし

かったです。来年もよろしくね！！

北海道エリアマネージャー　当瀬さん

実家に帰り母の日の施術をプレゼントしました。

今日は母親だけでなく、親戚、家族も含め4人の施術をしま

した。最近は実家に帰ることも少なくなっていましたが、改

めて親へ感謝をしなければいけないと思いました。

また、今回の母の日企画を両親に話したところとても喜んで

くれました。なかなか、普段は感謝を伝えられなかったでと

ても喜んでくれました。

このような機会を頂きありがとうございました。

リラックス　エアポートウォーク名古屋店　河合亜紀さん

母にはいつまでも

元気で若くいてほしいので

リフトアップを体験してもらいました。

リラックス　イトーヨーカドー明石店　中原洋美さん

５月13日の母の日と、14日の誕生日のお祝いの気持ちも込

めて、母にフェイシャルの施術をプレゼントしました★

お肌には人一倍気を遣っている母に喜んでもらうことができ、

とても嬉しかったです。

明石店からのお花のプレゼントにもとても感激してくれまし

た(＾＾ )



リラックス松任店　中野谷さん

今まで育ててくれたお母さん　これからお世話になるお母さん

に　元気になってもらえるように　一生懸命ほぐしました。

2人の笑顔が耐えませんように！！

 リラックス イオンモールむさし村山ミュー店　坂本さん

普段言えないありがとうを

今回の母の日キャンペーンを通じて

言えることができました。

リラックス菖蒲店　高橋さん リラックスイオンモール秋田店　安斎さんリラックスイオンモール秋田店　工藤さん

げんき堂整骨院　けやきウォーク前橋　大島亮太さん

照れ臭くて仏頂面になってしまいましたが

できてよかったと思います。

リラックス桑名店　伊藤さん リラックス桑名店　山川さんリラックス桑名店　久本さん



げんき堂整骨院・整体院六地蔵　品田さんげんき堂整骨院・整体院六地蔵　能坂さん

げんき堂おおご整骨院　齋藤誠さん

いろいろと迷惑をかけたりしたのに

ここまで育ててくれてありがとう

げんき堂おおご整骨院　田代剛一さん

いつもありがとう。

これからもよろしくお願いします。

げんき堂おおご整骨院　宮田茜さん

毎日ありがとうと言葉にはしていますが、直接母のために何

かをしてあげることは出来ていませんでした。

そこで、母の日企画といういい機会をいただき少しでも喜ん

でもらうことができました。ありがとうございます。

げんき堂おおご整骨院　内田貴文さん

いつも遅くまで僕の帰りを待っていてくれて

ありがとうございます。

感謝でいっぱいです。

これからも宜しくお願いします。

げんき堂おおご整骨院　石川和美さん

治療院の場所をこの度、提供して頂き母に施術をする事が出

来ました。母も施術を受けて日頃の疲れが取れて楽になった

と喜んでくれました。

親孝行ができて良かったです。

心から感謝致します。ありがとうございました。

げんき堂おおご整骨院　西村真珠美さん

いつもいつもありがとう！！

本当に感謝しています。

リラックスイオンモール秋田店　小野さん



げんき堂 おおご整骨院　古市亜紀子さん

２０歳を超えてから初の母子撮りにお互いに照れました。

いつもいつもありがとうございます。

げんき堂 おおご整骨院　茂木充康さん

親に感謝を表現できる良い機会になりました。

親孝行はできるうちにしていきたいという気持ちはあるもの

の、なかなかできていなかったのが現状でした。

今後は時間を作って施術し、日頃の疲れを癒してもらいたい

です。

リラックス イオンモール太田SC店　三田さん リラックス イオンモール太田SC店　富岡さんリラックス イオンモール太田SC店　野元さん

げんき堂 おおご整骨院　樋口理恵子さん

母亡きだけど・・・

今となっては母みたいなお姑さんいつも仲良しこよし

ありがとう！ 

感謝でいっぱいです。大好き。

リラックス東京エリア　大熊さん

普段言えない『ありがとう』を

ひと押しに込めて施術をさせて頂きました。

リラックスサンタウンプラザすずらん館　西山梨花さん

ときどき揉んであげてはいましたが

ベッドでのまともな施術は初めてで、お互い少し緊張でした。

満足してくれたようでうれしかったです。

このような機会を与えてくださりありがとうございます。

げんき堂 おおご整骨院　関口栞さん

母の日企画に参加させていただいてとても喜んでいました。

とても良いプレゼントになったと思います。

協力してくださったスタッフの方

本当にありがとうございました。



リラックス桑名店　対馬さんリラックス桑名店　村松さん

げんき堂くりす整骨院　山田さん げんき堂くりす整骨院　町田さんげんき堂くりす整骨院　菅原さん

健康サポートげんき朝日町　高橋さん ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ大間々　山木精一さんＧＥＮＫＩＮＥＸＴ大間々　馬場裕子さん

リラックス桑名店　小林さん



ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ高崎緑町　戸村泰士さんげんき堂まえばし整骨院　樋口拓人さん 

げんき堂整骨院金町　木下智世さん ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台小田原　永山さんＧＥＮＫＩＮＥＸＴ仙台小田原　芳賀友達さん

げんき堂整骨院新潟東　北村洋己さん げんき堂整骨院金町　西宮秀彦さんげんき堂けやきウォーク前橋　西出大一さん

げんき堂砂田橋

岩田さん（メガネ）と宮間さん



げんき堂整骨院/鍼灸院 ＩＹ藤沢　渡邉さんげんき堂整骨院秋田　遠藤さん

げんき堂整骨院アピタ本庄　植井さん リラックスＪＲ高崎駅店 石塚洋太さんリラックス千葉エリア　長崎さん

げんき堂整骨院/鍼灸院 ＩＹ藤沢　川端さん げんき堂整骨院秋田　福田さん

いつも日頃お世話になっている母へ

感謝のきもちを込め、自宅で施術しました。

生んでくれてありがとう。

いつも感謝してます。

ありがとう！！

げんき堂はこのもり整骨院　中田真弓さん

ＧＥＮＫＩ ＮＥＸＴ仙台小田原　佐藤さん

普段お世話になっている事が

当たり前になってしまっているので

改めて感謝の気持ちで

ありがとう・ありがとうという思いで

肩揉みを行いました。

母の体を触ると

疲れがたまっているのが実感でき

いつも心配をかけているんだと思いました。

感謝の気持ちをうまく伝えられたかわかりませんが

施術後の母は少し照れくさそうでしたが

嬉しそうに帰りました。



リラックスけやきウォーク前橋店　中里さん リラックスけやきウォーク前橋店　島田さん　リラックスけやきウォーク前橋店　北島さん

リラックスイオンモール高崎店　桜井寿樹さん リラックスけやきウォーク前橋店　関さんリラックスけやきウォーク前橋店　山田さん

リラックスＪＲ高崎駅店　芳賀知世さん リラックスイオンモール高崎店　角田知美さんリラックスイオンモール高崎店　島村亜紀さん



げんき堂 整骨院(盛岡南)寺舘香織さん げんき堂 整骨院(盛岡南) 進藤貴彦さんげんき堂 整骨院(盛岡南) 山田康一郎さん

げんき堂 整骨院(盛岡南) 八木孝弘さん げんき堂 整骨院(盛岡南) 小笠原咲子さんげんき堂 整骨院(盛岡南) 仙木雄介さん

リラックスけやきウォーク前橋店　茂木さん げんき堂 整骨院(盛岡南) 前川茜さんげんき堂 整骨院(盛岡南) 坂本隼悦さん



げんき堂整骨院イオンモール富谷　三條 げんき堂整骨院岡崎　鈴木將平さん

母から電話がかかってきていつも頭が痛いと嘆いていたので

やっとこの機会に院に呼び施術する事が出来、何年ぶりか分

からない程の②ショットまで取れました。とても貴重な機会

をありがとうございました。

げんき堂整骨院イオンモール富谷　武藤さん

げんき堂整骨院上板橋　中田さん

迷惑かけてばかりですが、いつも感謝しています。

これからは少しづつ親孝行して行きたいと思います。

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ羽生施設長　中村彰宏さん

母に日頃の感謝を込めて施術を致しました。

普段言えなかった「生んでくれて、ありがとう」を心から伝

える事ができました。

このような機会を頂き感謝しております。

リラックス品川シーサイド店　小野さん

げんき堂 整骨院(盛岡南)山﨑裕美さん げんき堂整骨院イオン羽生　小竹さん

母の日企画を石藏院長に施術を行って頂きました。命をあり

がとう、産んでくれてありがとう、今までのたくさんのあり

がとうを少しずつでもかえしていけたらと思います。

介護NEXT 北埼玉エリアマネージャー橘内さん

日頃の感謝を込めて、妻のお母さんに施術致しました。

以前は散々練習台になって貰ったのに、ずっとご無沙汰で…。

「親孝行したい時に、親はなし」後悔しないように、身近な家

族に感謝を形にして行きます。

自分の母親には、贈り物と感謝の電話、それと、近々帰省し

た時に施術する約束を！

産んでくれてありがとう！



げんき堂整骨院秋田 坂口さん

自身の母親は院から離れて暮らしているため

自宅での施術となりました。

日頃の感謝の気持ちを込めて施術致しました。

離れて暮らす母に出来ることは少ないですが、

これにとどめず、母親に対してはこれからも継続して

感謝の意を表すようにしていきたいと思います。

母の日企画で春日井イオンのげんき堂にお世話になりました。

母からは続けて通いたいと言ってもらえました。

素敵な企画をありがとうこざいます。

relax 千葉ニュータウン店　立石さん relax 千葉ニュータウン店　佐藤さんrelax 千葉ニュータウン店　小川さん

ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ名古屋原　伊藤菜月さん

げんき堂整骨院岡崎　山本勝也さん

義母にはいつも食事の用意や、子供の面倒をみてもらいつも

お世話になっており、何か恩返しがしたいと思っておりまし

た。施術後、義母も大変嬉しそうで以前より仲良くなれました。

貴重な機会を与えて頂きありがとうございました。

げんき堂整骨院砂田橋　日野さん

体調不良で中々外に出られない母ですので、家での施術をし

ました。

げんき堂に勤めて、初めての母の日です。

成長を感じてもらえるよう精一杯施術しました。

これからも頑張ります！

ありがとう！

げんき堂整骨院岡崎 古澤美幸さん

仕事で腰が痛むとの事で家で施術をするよりもいつもよりい

ろんな話をする機会ができました。普段仕事や家事をしてく

れている事により感謝する事が出来ました。

げんき堂整骨院大垣　平野さん

産んでくれてありがとう！

今とても幸せです！

少しの親孝行ですがこうして自分の成長を伝えられる事に心

から感動しています。

元気で長生きして下さいね＾＾



ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ岡崎　米倉那菜さん

いつもお世話になっているお母さんになかなか面とむかって

ありがとうと言えないのですが、この企画のおかげで、お母

さんに喜んで頂けて、よかったです。

げんき堂ふなばし駅前整骨院　小川さんげんき堂ふなばし駅前整骨院　岡本さん

 げんき堂整骨院荻窪　大栄さん げんき堂整骨院北大塚 青木さん

本日、げんき堂整骨院北大塚にて母へ感謝の気持ちを込め施

術を行いました。まだまだ未熟な自分ですが今出来るベスト

の施術ができ母親を喜ばせることが出来ました。

ご協力くださいました、吉井院長やスタッフの皆さんにとて

も感謝をしています。

これからも沢山のありがとうを言ってもらえるように努力し

ていきます。

げんき堂整骨院北大塚  吉井さん

母の日からだいぶ遅くなってしまいましたが、産んでくれて

ありがとうの感謝の気持ちを込めて施術をしました。

いつも影ながら応援してくれる母親の体を治療しなが感謝の

気持ち、ありがとうをもっと多くの人に伝えたいという想い

が強くなりました。

げんき堂整骨院大垣　星野さん

今こうして患者さんからたくさんの「ありがとう」をらえる

のも、母さんが僕を生んでくれたからです。

私は何よりも母さんに伝えたいです。「生んでくれてありがと

う」

そして「私の母さんであってくれてありがとう」

リラックス上尾店　須田さんリラックス上尾店　矢部さん



リラックス スマーク伊勢崎　本間さん リラックス スマーク伊勢崎　小野里さんリラックス スマーク伊勢崎　石井さん

リラックス スマーク伊勢崎　高野さんげんき堂ふなばし駅前整骨院　田村さん

げんき堂ふなばし駅前整骨院　東さん

げんき堂ふなばし駅前整骨院　野村さん

げんき堂整骨院春日井　村瀬さん

いつも家で施術をしているけど、職場を見てもらい院での施

術は緊張しました。

これからもっと孝行していきます。

げんき堂整骨院春日井　服部さん

親に施術どころかゆっくり会話をしたのも久しぶりでした。

親自身のこと、祖母のこと、家のことなど中々ゆっくり話し

たりは出来ないけど、孝行出来るよう頑張ります。



リラックスイオン太田店　藤巻さん リラックスイオン太田店　根岸さんリラックスイオン太田店　高橋さん

リラックス発寒店　青田さん げんき堂イオンモール高崎　天田さんげんき堂イオンモール高崎　塩谷さん

リラックス栃木エリアマネージャー　山岸さん リラックス発寒店　鴇田さん㈱ＧＥＮＫＩＤＯ南埼玉エリア統括　坂本さん

昨日は母の日に感謝を込めて実家にて施術とカーネーション

を贈りました。

昨日は僕の誕生日でもありましたが、産んでくれてありがと

うと親に感謝の気持ちを伝えました。

久しぶりに家族５人で食事も出来て思い出に残る誕生日を過

ごせました。



げんき堂整骨院鶴見　神保さん

遅くなりましたが

母に感謝の気持ちを込めて施術させて頂きました。

産んでくれてありがとう、命をありがとう、親に大感謝です。

リラックスイオン太田店　小倉さん　 リラックスイオン太田店　安部さんリラックスイオン太田店　宮本さん

げんき堂くりす整骨院　渋谷さん げんき堂秋田整骨院　種藤さん

母の日のプレゼントとして、身体を治療しました！

喜んでくれたようです！

なかなか実家に帰る機会は少ないですが、その機会には親孝

行できればと思います。

リラックスイオン旭川西店　石川さん　 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ伊勢崎鹿島町　安部さん ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ伊勢崎鹿島町　木村さん


