秋 の 気 配 がし て き ま し た
暑い暑い夏も終わり︑過ごしやすい秋の気配がしてき
ました︒食欲の秋︑読書の秋︑あなたにとっては︑どん

今回の受付側掲示板の内容はᷝ
ス タḔフの子供の頃の写真 をᷝ

各個人の思い出と共に掲示していますᷞさてᷝあなたはこれら

が誰の子供の頃の写真か分かりますか？ 正解は裏面ですᷞ

てくれるのを楽しみに待っています！

な 秋 で し ょう か ？
あまりよい知らせの無い歯科業界ですが︑うじごう歯
科医院は︑スタッフ一同とても元気です︒
来院される皆さんへ︑楽しく︑そして元気になる情報

昨年、大好評だったクリスマス会!今年は 12 月 9 日(土)
『分かりやすく説明をして下さるので、とてもいいなと思います。スタッフの方

を発信していきたいと思います︒是非︑ゆっくりとお読
み くだ さ い ︒

せ
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出
退
１０月に第２子出産予定のため︑８月２０日をもち
まして︑衛生士の吉原が退職致しました︒約９年間に

出産ガンバレ会にて
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４

６

１
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わたって︑うじごう歯科医院を支えてくれました︒あ

３
９
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秋号④

の大きな声が聞こえないかと思うと寂しいですが︑頑
張って元気な赤ちゃんを産んで
ほしいと思います︒子育てがひ

８

10

と段落したら︑復帰する予定で

ん・建 くん・お母さん・諒くんです。 お母さんから
りょう

たける

す︒次号では出産報告が出来る
と思いますので︑皆様お楽しみ
に！

第４回目の患者さんは、岡村さん親子です。写真は、左から萌ちゃん南 ちゃ
みなみ

もえ

うじ号
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も優しく・明るくしてくれるので、とてもうじ

PM 2:30〜開催することが決定しました！！今年は『絆』
ごうが好きです。』

をテーマに楽しいクリスマス会を企画しています。でき
とコメントを頂きました。いつも仲良く来

れば、親子で参加してください☆参加したい人は 11 月
院されるご家族を見るたびに元気をもら

の院内掲示板やホームページを要チェック！！
って癒されています。またおそうじに来

2006 年 10 月１日発行

み 〜 ここ れれ がが 村村 上上 だだ ！！ 〜〜
かみ
らか
むら
☆む
Ｅ☆
ＨＥ
ＴＨ
Ｔ

＊こんにちは︑三鍋です＊
大阪・ 奈良 ・京都 に行 ってき まし た！１ 泊２
日の短 い旅 でした が︑ 海遊館 ・東 大寺・ 興福
寺・清 水寺 ・二条 城・ 金閣寺 ・嵐 山⁝と しっ
かり観 光を してき まし た︒今 回は ︑小学 時代

趣趣 味味・・
・・
・・
・・
・・
・・ネネḔḔトト ササーーフフḐḐンン

お寺や お城 になん て全 然興味 がな く︑記 憶す

コース をま わりま した ︒前回 訪れ たとき には

♪かむかむレシピ♪

このコーナーでは︑
かみごたえのある食べ物を紹介
しています︒よくかむと︑①唾液がたくさん出てム
シ バ に な り に く い ② あ ご が 正 常に 発 達 す る③ 脳 の
血流量が増え︑記憶力がアップするなど︑良いこと
が た くさんあ り ま すよ！手 作りおやつ は手間が か
かると思っていませんか︒ボール１つでできる簡単
お や つ を ご紹 介 し ます︒ 焼 き たて も 芳 ば しいで す
し︑１日２日おいても︑しっとりおいしく食べられ
ますよ︒

さっくりケーキ

ううじじごごうう 歯歯 科科ににななくくてて はは なな らら なないい存存 在在 ᷞᷞ
そそんんなな村村 上上 先先 生生のの 嗜嗜 好好 をを 徹徹 底底 解解 剖剖ししててみみ ままししたた ᷞᷞ
みみ なな ささ んんᷝᷝ共共 通通 点点 をを 見見つつけけてて 先先 生生 とと盛盛 りり 上上ががḈḈてて
みみ まま せせんんかか？？

好好 きき なな食食べべ物物・・
・・ララーーメメンン・・鶏鶏のの 唐唐 揚揚 げげ・・ピピノノ

らあや ふや な私で した が︑今 回は 歴史的 建造

りんごとくるみの

からの 友人 と︑小 学生 の時の 修学 旅行と 同じ

苦苦 手手 なな食食べべ物物・・
・・酢酢のの 物物・・おおつつけけ もものの

物の美 しさ や不思 議さ に感動 ！特 に二条 城の
うぐいす張りは︑床がキ

好好 きき なな言言 葉葉・・
・・
・・
᷷᷷継継 続続 はは 力力 ななりり᷸᷸
好好 きき なな映映 画画・・
・・
・・
᷷᷷ジジḗḗゼゼ とと虎虎 とと魚魚たたちち᷸᷸᷷᷷茶茶のの 味味᷸᷸

に歩いていたのでした︒

ュッキュと鳴るのが楽し

好好 きき なな芸芸 能能 人人・・
・・おお ぎぎ やや はは ぎぎ ＆＆ オオセセロロのの 松松 嶋嶋

また行きたいなぁ〜︒皆

よよ くく 聴聴 くく 音音 楽楽・・
・・
᷷᷷くく るるりり᷸᷸᷷᷷ミミスス チチルル᷸᷸᷷᷷ララブブササイイケケ

尊尊 敬敬 すす るる 人人・・
・・
・・松松 井井 秀秀 樹樹・・宇宇 治治 郷郷 好好 彦彦

様も機会があれば是非ど

くて︑必要以上に小刻み

幸幸 せせなな時時・・
・・
・・
・・酔酔ḈḈ払払ḈḈてていい るる 時時・・寝寝 るる 直直 前前

うぞ☆

デデ リリココ᷸᷸

許許 せせなないい事事・・
・・
・・自自 分分ののペペーースス・・予予 定定 をを 乱乱 ささ れれ るる 事事

い to

清水寺にて

今年４月の保険改正以降、色々な負担が患者
さんにも、また医療機関にも課せられました。
歯科に関しては、文章による指導の義務化、
明細の分かる領収書の発行義務化です。指導
内容を、口頭で伝えるだけでは不十分な場合
もあると思うので、文章化も良いことかと思
いますが、毎月毎月、同じような内容につい
て作成するのは、いかがなものでしょうか。文
章作成よりも、コミュニケーションの充実こそ
必要だと思います。
しかし、こんなことより、もっとも残念なこ
とは、歯周病の継続的な管理が、保険からは
ずされてしまったことです。治療よりも予防
が軽く見られたことが残念でなりません。安
倍新総理に期待したいと思います。 院長

誰誰ににもも 負負 けけ なないい事事 ⁝⁝ 整整 理理 整整 頓頓 ！！
自自 分分ののココココがが好好 きき ⁝⁝ ププララスス 思思 考考・・立立 ちち直直りりがが早早いい
ブブラランンドド 物物にに興興 味味ががなないいととここ
逆逆ににココココがが 嫌嫌いい⁝⁝ ⁝⁝ 目目がが悪悪いい・・鼻鼻がが悪悪いい・・愛愛 想想ががなないい
涙涙 もも ろろいいととここ
⁝⁝ 子子 供供 好好 きき なな優優ししいい先先 生生でで すす ☆☆

１・田中 ２・三鍋 ３・院長 ４・村上 ５・吉原 ６・宇治郷 ７・妹尾 ８・小野 ９・池田 10・芳田

だ〜れだ?？の答え

⁝⁝ 先先 生生のの 頭頭のの 良良 ささ がが私私ににもも ああれれ ばば ⁝⁝

⁝⁝ 一一 人人ででににやや〜〜ḈḈととししてて るる
時時がが⁝⁝ 気気 持持 ちち悪悪いいよよ ⁝⁝
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