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「TODOシート＆業務シート作成」
「役割分担の確立」「管理職の確立」
「姿勢分析によるカルテ記載」
「受付業務の大切さ」
「ホスピタリティ」
「ほねつぎとしての整骨院業務」
「ﾊﾞﾗﾝｽ調整としての意識」
「冷えとは」
「コミュニケーション能力アップ」
プロフェッショナルへの道とは、今年これが全て
できる様になることであり、私の「ベクトル」です。
さあ DOしましょう！

しろくま先生

しろくま先生の
イメージにぴったり
の野崎先生
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3月27日
野崎先生

「しろくま先生の無料相談所」
の設置などイベント施術後の
サポート対応を強化しました。
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季刊誌

季刊誌ネーミング決定！
全店舗投票と朝会議の結果、季刊誌名は、和整骨院
みゆき院からご発案いただきました
「ＭＮＳ便り

みずのわ」

ソフトボール講習会

に決定いたしました。
1月29日誕生 次女・寿梨
（じゅり）です。名前の由来は
嫁が1人で決めたのですが、
響きが良くて可愛い女の子
らしい名前にしましたとの事
です。長女の結芽（ゆめ）も2
歳になり、お姉ちゃんらしくな
りました。
今後も家族4
人で頑張って
いきますので
宜しくお願い
します。
院長 井上裕二

なんと２５０名の盛大な参列者の方
に、元気いっぱいの、お二人が祝福さ
れ、また、旦那様の教え子の元気いっぱ
いの中学生が祝福に駆けつけ、楽しい
結婚式でした。
３月２６日

3月7日 旧ナショナル小倉校

報告者 蓑田 のり子

新人研修

熱気！
ムンムン

一日でも早く、院や店
舗に入れるよう頑張っ
ています！

社長、次々
すごい量を
試飲されて

今回の試飲会は女性
をターゲットに絞った
プロテイン！
発売は、６月から
（予定）でオイリオ＆
メディカルのオリジナ
ル商品になります。

味はストロベリー＋水、バナナ＋牛乳をメインに試飲後、キャラメ
ル味、バニラ味、チョコレート味などを順に牛乳割と水割の２パター
ン試飲していきました。溶かす過程と後味が「やや粉っぽい」という
声や好みの差はあるものの「牛乳の方が飲みやすい」との意見から、
日清の方に「牛乳が苦手な方は？？」と質問する場面も…。日頃から
汗かきで有名な私ですが、熱気でさらに凄かったです!!
報告者 物販事業部 ＳＶ 野本 修弘

[編集後記]

この日は「プロテイン」で
満腹で夕食要らずでした

国家試験の合格発表後、来院される患者
さんから「おめでとう」の言葉を頂き、多くの
方々に支えられて今の自分があるのだと実
感しています。これからもこの感謝の気持ち
を忘れずにいたいと思います。

女性主体の試飲会でしたので好
き好きがありました。

日清オイリオＣＬＡ担当斎藤様の説明
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