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皆 さんこんにちは。残暑お見舞い申 し上げます。
今年は、 一 段 と暑 さがこたえ ますね 〜。暑いといえば、なんだか余計 に暑 <な りそうで、暑い と言わない
ように気 をつけてい るの ですが、 どう しても出 て しまいます。体調崩 され ていませんか。
規則正 しい生活習慣 が一番 の予防だと思います 。「 え !!、 それ <ら い分か ってます。」 って、 そうですよ
ね。みんな分か つてい るけど、実際行 うのが難 しいですよね。 そう言う私 も、少 し無理 を してこの夏 は一
時体調 を崩 しま した。 これによ り、普段 当た り前 と思 っていた健康のあ りがたさを再確 認することが出来
ま した。 当た り前のことが、当た り前 に出来 る幸福 を感 じることが出来、感謝、感謝 です。
‐
さ ζ争圏のあ話は、轟 鐘種 さんが大鎌り竃 お友鷺 なお母 さんが、力を含わせ て一緒 健がんば っ趣成長のあ
話 で尊。
こく しげ たいが雹献、 どこ iこ でもしヽ
ろなわいしヽ
勇勝手 です。 なだどこなの医院あ るしヽは、病 院で感い憲
しヽ
を意 ￨こ 沿わなしヽ
形 でされ た経験があ ろだけなの です。皆 さ 毎経験 され 権ことあ り歌せんか ?そ れが ト
^ノら離れ ません。つ っく り時間 をなが、 うそ
ラ 1ン マ ￨こ な 砂て し讃つの です。 そ等しヽわ経験 は、 すぐほは難か
ヽ
をつな ず、決 して無理 をせず、羅心の注意 を盤ボ′
、少 しでも約束 を守れ た り治康が趣来 たとおは、 掌警ご

くみんな で感絲 てあげ鶴.誰 だ ってはめ られな ら燿 じしヽですよ櫓 。気持 ないしヽですよね。人は気持ちしヽ
しヽ
ことは進んで しような しま す。 Fや りな さしヽ
の .我 慢 しな さしヽ
。 どう して出来なしヽ
.Jは 禁旬 でけ。 どう
てそ織.を しなければ t,ヽ けなしヽ
働か、根気 よ <あ 轟 してあげ てくださしヽ
が義 もあ家Φ人 たち繊 支え
。 たしヽ
と、あ母 様 の 機か しヽ
応援 を して趣しヽ
ガ栽 自鐵の構神鈎成長がゆ圃ひ と つで治療ができたこと ￨こ つなが 参議
tノ

の です。 たいが機 は1よ この 場 を儀 つてII:― 革 ギギ・1栞 義 ￨̲● 貰 を、おおおさん ￨こ は、キ お 1卜 ■ げ
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を麓 し上げなしヽと思しヽ
歌す。 たしヽ
が君、あ母 さんなぬ で うござい嚢す。
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、私たちユジッ ―陶、これか心もしつなり応援 し、サポー トしてしヽ
さ
「
ヽ
ますのでこれからも一緒にがんばりましょう喩。みんなし
つか遇ってきな道です。苦さんやさしく見守っ
てあげ ご<だ さしヽ
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太河は 3人 目という事もあ ってか甘いものを覚えて仕上
げみがきも長男や長女より真面 目に しなかった母のせい
で 3オ の歯医者デビューでした。
元 々病院嫌いの子なのでやつぱり大泣き…。
毎回毎回おさえつけ …。他の患者 さんや先生方に申 し訳な

<て 『 誰もいない時間にしてほ しい…』と思う日々でした。
機

今 回銀歯 を しま した。家 で話を して練習 を して …。
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何 とか銀歯成功 !そ んな怒 った り誉め た りの 1年 で したが急 に気分 が乗 ったの
か 1人 で座 って泣かずにできま した

!!

み な さんに誉め て頂 き、家 でも誉め られて本人満足

!

日によ って泣 <事 もまだあ るとは思い ますが、 その うち泣か ずに できると確信
できて私 もかな り楽 にな りま した。
これか らもお世話になる歯 医者 さん、太河頑張 ろう
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