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新年明けま しておめで とうございます。院長の竹丸です。
今年 も皆様 と一緒 に歯 とお□か ら心 と体の健康 について 考 えた り、生活習慣の改善 につながる心 に響 <気 付 きや き っか
けが見つけて いただけるよ う勤めてまい ります。治療 はもちろんの こと、ウエルカムサ ロン、 ハ ッピ ーカム クラフ を通
じて皆様の笑 顔 に出会 えるよ うスタ ッフ とともに楽 しい歯科医院を 目指 して精進 していきたいと思 つてお りますのでよ
ろ し<お 願 いいた します。昨年 はあ つというFB5に 過ぎて年の初め に立てた 目標 を 70%く らい しか達成する ことが 出来
ませんで した 。ほん と一年経つの つて 早 いですね〜 。今年 は一年の計画 を じつ <り 考え、充実 した一 年 に したいと思い
ます。昨年 をふ りかえると新型 インフルエ ンザ に始ま り、新型 インフルエ ンザで終わるそんな 印象です。怖いウイルス
の体内 へ の進入 □はお □と鼻です。鼻 には 鼻毛 というフ ィルタ ーがあ りますが、お □を 開けて いると、 ウイルスは堂々
と正面玄関か ら入 り、息で乾 いたの どの粘膜 に張 り付 いて増殖 して しまいます。ですか らお□はいつも しっか り閉 じて
おいて ください。ある小学校で、 お □を閉 じる訓練を した ところ、風邪 を引 <生 徒が、他の学校よ り 30%減 少 した と
いうデ ータ ーが出たそ うです。私も、床矯正 を していますので 最近の子供さんの 回元 を良 <診 て いますが、授 業 中や、
テ レビを見 るとき、お □が ポカ ー ンと開いて しま うお子さんが とても増 えて きているよ うに感 じています 。上唇が富士
山の形 にな っていた り、下唇がた らこのよ うにな つて いた らご用心。子供さんのお ロチ ェック してみて <だ さい。
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皆様に「 たけまる歯科医院 に行きたいな〜」て 、日 つて も らえるよ うスタ ッフー同がんば ってまいります。
こん なたけまる歯科医院 を今年 もよろ し<お 願いいた します。
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『 歯を磨くことが好きになつたこと』
3年

その お

さつき

私が、歯磨きをすることが好きになった理由は、歯医者さんへ行つてからです。
は じめて行つたときは、 3年 生の 2学 期で した。そのときは、とても ドキ ドキ
ドキ ドキ していて、どんなことをしてもらうのかと思って疑 Fo3を 感 じま した。
でも、とてもどきどきするところではな <、 どんなことをされるのか疑間を感
じるところではありませんで した。どうゆうところかというと、とてもキラキ
ラと歯がなるところで した。とてもうれ しかつたです。それから、いつも歯を
磨くことが好きになりました。その理由はいつもすっきりとできる し歯垢がい
っぱいついていたのが、なくなっていくし、いつも歯を磨くだけでパーフェク

恙彎鑽

トなので、 1番 はなんとなく好きにな つたことです。でも、 3分 間歯磨きをし
ないと歯磨きをすることが好きにならなか ったと思います。
私は、もっともつと歯を磨くことが好きになって、いつか昔みた男のアすウン
サ ーの真つ白い歯にしたいです。
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