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今回ご紹介させていただくのは、怜歓ちゃん、彰人くん

(

好華ちゃん、元気いっぱい剣持
剣持さんご
剣持さんご家族
さんご家族です
家族です。
です。

「引越しの際、お世話になった先生のご紹介で通院するきっかけに
なりました。今では家族全員でお世話になっています。

歯医者は怖い、痛いイメージがありましたが、先生方の明るい
対応や丁寧な治療のおかげで、

イメージが変わりました。主人も

子供達もすっかり気に入り楽しく

通院しています。
」とお母さんから

コメントを頂きました。

これからも宜しくお願いします！

うじごう愛媛旅行 日記
二月 二十 一日 （
晴れ）
みんなで愛媛県に旅行に行 って
来ました。
今日はとべ動物園で
たくさん動物を見て、ハタダ の
栗タルトを巻き ました。
みんな
上手に巻 けました。
夜 に は 、み ん な で道 後 温 泉 に
入り、たくさん、食べました。
二月 二十 二日 （
晴れ）
今日は、砥部焼きを体験し、
海鮮バーベキューをしました。
そ して、船 に乗 り 、急 流 体 験 を
して、
楽しかったです。
帰り道に、
伯 方 の塩 ソフト ク リ ームを 食 べ

私はお留守番！
みんな～★
いい作品が作れ
たかな～？？
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今 年は、二年ぶりの保険改 正の年です。政権与党が、
自 民党 から民主党に変わり、マニュフェストに沿 って、予
算が組まれ、我 々の生活にも少し変 化が出てきたかも
しれません。 あまり個 人的 には、感 じませんが ・・・
我 々の生活と密着する医療費は、十年ぶりにわずかな
増加だそうです。もっと思い切 った改 正を行 ってもよい
のではと、医療 現場は考えます。皆さんが安 心して暮
らせる国になれば良いなと感じています。当院では、新
しいスタッフを迎え、更にパワーアップしていきます。
)
て
帰りました。

私、三鍋さやかは、四月 二十 日をもちまして、退職
す ることにな りました。５年 間という短い間でした
が 、厳 しくも温かい院 長先生 を はじめ 、大好 き な奥
さん や スタ ッフの皆 と出 会 えたこと 、そしてたくさ
んの来院者の方とお話出来たことは私にとって財産
です 。うじご う歯 科 で学 んだ こと を今後 に活 かし、
新たな 一歩を踏み出したいと思います。私と接して
くれた皆様、
本当にありがとうございました。
どこかで見かけたら声をかけて下さいね。

院内旅行で愛媛県へ
行った時に、砥部焼の体
験をしました。
みんな思い思いの絵を
描いた作品はこちらで
す。
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このコーナーのラストを飾るのは、当院でかぶせや詰め物を作ってくれている歯科技工士のアトリエ
アトリエ三宅
アトリエ三宅さん
三宅さんです☆
さん
なんと三宅さんはご夫婦で技工士をされています。三宅さんから、患者さんにコメントを頂いたのでご紹介します☆

初めまして。
めまして。うじごう先生
うじごう先生とは
先生とは開院以来
とは開院以来の
開院以来の長いお付
いお付き合いですが、
いですが、先生の
先生の患者さんに
患者さんに対
さんに対する
誠実さや
誠実さや、
さや、医療に
医療に対する情熱
する情熱は
情熱は変わらず、
らず、私も惰性で
惰性で仕事を
仕事を終わらせないよう、
わらせないよう、患者さんに
患者さんに
満足して
満足して頂
して頂ける技工物
ける技工物が
技工物が入るよう心
るよう心がけています。
がけています。
でも、
でも、悲しいかな。
しいかな。技工士は
技工士は表に出ることはありませんから、
ることはありませんから、どんなに頑張
どんなに頑張っても
頑張っても患者
っても患者さんの
患者さんの
お顔を見ることはありません。
ることはありません。特に審美性にこだわる
審美性にこだわる前歯
にこだわる前歯は
前歯は気になりますが、
になりますが、年齢・
年齢・性別などを
性別などを
参考に
参考に喜ぶ顔を思い浮かべて作
かべて作っています。
っています。満足して
満足して頂
して頂けていたら嬉
けていたら嬉しいです。
しいです。

新メンバー紹介
メンバー紹介

～自分一人で
自分一人で過ごす リフレッシュ～
リフレッシュ～

４月２０日をもちまして、受付の三鍋さんが退職します。
いつも可愛らしい笑顔で「うじごう歯科医院」の看板娘で
した。本当に、5 年間ありがとうございました。
また、同時に新しい受付のメンバーが加入しました。
今年就実短大を卒業したばかりの、20 歳の鳥居舞子さん
です。若いですが素晴らしい人材です。すでに皆さんも
ご存知ですよね。新しい「うじごう歯科医院」の顔になる
こと間違いなしです。気軽に声をかけてください。

家族や病院のスタッフと過ごす時間は、私にとってか
けがえのないものです。
でも、一人で心と体をリフレッシュする時間も大切。
一人の時間ができたら、真っ先にしたいのは読書です
忙しい中で自分のやりたいことが一つでもできると、
穏やかな気持ちになり、また頑張ろうと思えてきま
す。仕事が休みの日は、ゆっくり図書館で時間を過ご
すことが、私のリフレッシュタイムです。
そこで、子供に読み聞かせる本を探したり、新しい
雑誌をチェックすることが楽しみです。
また、家で仕事の資料を作るよりも、図書館の方が
集中でき、私のもう一つの仕事場になっています。

３月２３日に入社しました、鳥居です。皆
様とたくさんお話ししたいと思っていま
す。お気軽に話しかけてください。これか
ら頑張りますのでよろしくお願いします！

鳥居舞子

誰もが憧れる白い歯。歯を白くする方法にホワイトニングがあります。ご存知の方や、実際にやってみようと話を聞いたり調べた
方もいらっしゃると思いますが、「値段が高い」イメージがあるため、なかなか手が届かないというのが、現実だったりします。
しかし！この度、当院では今までのホワイトニングよりも高い効果が期待でき、何といってもリーズナブル！！
歯科医院で行うオフィスホワイトニングと自宅で行うホームホワイトニングの両方を導入しました！ 白い歯を手に入れるのも夢
じゃないかもしれませんよ☆

ホームホワイトニング

オフィスホワイトニング

マウスピースが
マウスピースが不要で
不要で、１回の時間が
時間が短時間！！
短時間！！

今までのホワイトニング
までのホワイトニングより
ホワイトニングより安
より安い！！

従来のホームホワイトニングは、個人のマウスピースを作り

従来の費用は約５～６万円したのが、この度、導入した

毎日、自宅で１～２時間装着しておく物でしたが、今回は

新システムは、すばらしい効果に加えて何と３万円という

専用の薬液を塗り、ＬＥＤライトを５分×２回当てるだけ。

驚くべき値段が実現できました！！ホームホワイトニング

これを毎日続けていると約２週間で効果が現れます。

同様、専用の薬液を塗布し、青色 LED ライトを照射します。

しかも！ＬＥＤライトの照射器は無料レンタルできます！

３回来院して頂き施術することで効果が現れます。

照射器レンタルの場合・・・１セット 5,000 円
ホワイトニングを行うには、いくつか制限されることや、注意点もあります。
詳しく話を聞いてみたい方は、スタッフまでお気軽に声をおかけ下さい☆

