
 

 

 

 

 

「“口腔ケア”を頼まれたけど、どんなことをすればいいのだろう・・・」

「歯ブラシや歯間ブラシの効果的な使い方がよくわからない！」

『口腔ケア』が、口腔だけでなく全身にもたらす効果は、様々な研究・報告によって明らかとなっています。

ご利用者様の笑顔と健康を支えるため、口腔ケアの基礎を一緒に学びませんか？

皆さまのご参加、心よりお待ちしております。
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申込〆切：受講を希望する会場の開催 5 日前 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度新潟県歯科保健協会主催研修会 

「はじめての口腔ケア」 受講申込書 
 

平成  年  月  日 

受講会場 

（希望会場に○） 
 新 潟  ・  長 岡  ・  新発田 

受講者氏名 
 

 

職 種 
 

所 属 

 

施設名 ： 

 

〒   － 

 

 

TEL              FAX                        

領収証宛名 

 

 

※空欄の場合は受講者氏名とさせていただきます。 

 

※定員を超過した場合は受講人数の調整をさせていただく場合がございますので予めご了承願います。 

その場合、当協会より該当者へ早急に連絡をいたします。 

※受講可能な場合は特に連絡はいたしませんので、当日申込会場へお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公財）新潟県歯科保健協会 行 

ＦＡＸ ０２５（２８３）４７４６ 

＜お願い＞ 

 お申し込み後、都合によりキャンセルをされる場合は、歯科保健協会までご連絡ください。 

 当日キャンセルの場合も、同様にお願いいたします。（キャンセル料はかかりません。） 

新潟県歯科保健協会事務局 ＴＥＬ 025（283）0525 

当日のキャンセル等  携帯 080（8848）9766 
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