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^*) １ページから読んでもよし。パラパラめ

が あります 。古くからある習慣で すが 、他

く って写真を 眺める もよし。好みの オヤツ

人を傷つけるうそは避けたいものです。

のページから読み始めるもよし。 忙しい毎
日も、自分なりの 『４時のオ ヤツ 』でほ っと
す るひとときを過ごしてはいかが でしょうか

キリストの復活を願う イースター
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あんさんぶる

い つも患者様と一緒に歩 んでいきたいとい う思いをこめま した。

キリストは、死後三日目によみがえったと

(^-^)♪

いわれ、これを祝うキリス
杉浦 日向子著
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ト教徒の祝日がイースター・

ひと雨ごとに･･･
とは言いますが･･･

復活祭で す。この 日キリ
スト教の信者たちは、イー

＜４月の歳時記＞

スタ ーエッグと呼ば れる

つりそうで、どうなんだろうと。
歯科医院に関しては、かなりの医院
で予約制になってきていますので、そこ

こんにちは、院長の阿部です。

までは待たなくなりました。一般病院も

花粉の 苦しみ から 、もう少しで 解放され

そうなってくれるといいですね。

綺麗に彩色したゆで卵を贈りあったりします。

ます ね。今年はまだ 少ないの で、かなり

それでは、また来月号で。

日といわれる、陰暦４月

こ れは 、卵が命の 源と考えるこ とと、春の

楽な方でし た。それでも薬は常に飲んで

８日に行わ れる 仏教の

訪れを告げるというところから出た習慣で

まし た。その うち、花粉症に関し ては 完

行事です。誕生日を祝っ

す。

全治療なるものがで きる かもし れないと

お釈迦様の誕生日を祝う 花祭り
花祭りは、釈迦牟尼（ お釈迦様） の誕生

て潅仏会と呼ぶ法会を

＊クリニックからのお知らせ＊

●当院のシステム紹介●
当院ではより待ち時間が少なく、しか

最近発表され ていました。早く開発し て

も効率的に治療を行うために予約時間

もらいたいものです。

契約制を導入しております。

行います が、春爛漫の 花祭りでもあるとこ

●５／３（月）・４(火)は休診させていただ

ろ から、一般には 「花祭り」の 名称で親しま

きます。

今月は、病院について書きたいと思いま

れています。お参りをする 人は、竹のひしゃ

●健口サポート外来の日曜日の予約は

す。最近一般病院に、検診などで行く こ

き、患者様の治療準備をしてお待ちす

く で釈迦像に甘茶を三回注いで 拝む なら

大変に混み合っていますので、当日キャ

とが ありまし た。

るシステムです。急患が入ったりしない

わしがあります。

ンセルはご遠慮ください。またキャンセ

朝 9時に行って、

限りは待ち時間はありませんので、計

ル待ちをご希望の方は受付にお申し出

待つこと2時間半。

画通りに治療が捗ります。是非予約時間を

ください。

問診1分。その後、

お守りくださいますようご協力をお願いいた

●月初めには必ず保険証をご持参くだ

受付で 30分待っ

します。

さい。

てお会計。午前中つぶれました・・・。

〒272-0033

うそを ついても許される日？！

エイ

プリルフール
４月１日は 、うそをつ いたり、人をかつい
だ り驚かせても許され るこ とになっていま
す。

こ れが普通なんでしょうけど、どうにか

＊編集後記＊

これは予め、お時間を確保していただ
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早いものでもう１年の ３分の １が終わろう

なら ないで すかねえ。せめ て何時くら い

由来は 、キリストが ユダに裏切ら れた日

としています。もう春だというのに、いつま

に呼ばれ ますので、それぐら いにきて下

平日

10:00〜13:00

で ある 、とか、インドの 仏教徒の 苦行明け

で も寒いで すね。いよいよ開院満１周年に

さいとか、言ってくれればいいんですが。

土日祝日

9:00〜13:00

が ４月１日で、こ の日に再び迷いの世界に

なりますので 、記念のイ ベント を企画中で

延々ロビーで待つのは、逆に病気がう

戻ってしまうことを戒めるため、などの諸説

す。どうぞお楽しみに！

T.I

TEL 047-702-8364
15:00〜20:00
14:30〜18:00

http://www.abe-shikaclinic.jp
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て行きたいです。

＊新スタッフ紹介＊
●歯科医師

趣味はショッピングと映画鑑賞です。
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かくここまで来たのだから東京タワーに上っ
てきました。人生で2回目なんですが

ショッピングは友達と渋谷に行き安く て流

中は少し 新しいお店が入っていたものの

行りの物を 見付けお財布に優しい買い物を

あまり変わっていなくて懐かしい気持ち に

うんざ りし ている 一人の

みなさん、はじめまして！
４月より働かせていただ く

楽し くしています☆映画は、先週アリス・イ

なりました。日本一高い建造物でし たが 、

若者。しかし 彼の運命は、

こ とになりました。今は 大

ン・ワンダーランドを 観に行って来まし た。

東京スカイツリーに超され てしまい日本一

セ ク シーで 謎め いた女

学病院に週２回勤務し て

あの空間で楽し む音響、映像の迫力が好

の 座を 降りたけ れど東京の 眺望を360度

【フォックス】との出会い

おり、主に入れ歯や被せものの治療に携わっ

きで話題の映画はよく観に行きます。

楽しめました。

によって激変するの です。突如襲いかかる

ております 。患者様お一人お一人の気持ち

正体不明の暗殺者から彼を守ったフォック

を大事にした治療を行っていきたいと思いま

★岩脇チーフの食いしん坊レポート

スは 、ギリシャ神話の時代から 、神に代わっ

す！良い医療を 提供していけるよう日々努

今月は紙面の都合でお休みで す。来月

て『運命の意志』を実践してきた秘密の暗殺

力を 忘れず、し っかり頑張りますので、皆さ

組織【フラタニティ 】のメンバーだったので

まどうぞ宜しくお願いいたします。

ウェスリーは経理事務
の ルーティ ン・ワーク に

荻原

華江

東京スカイツ リーは2012年春の開業予

号をお楽しみに！

なと思っています。
桜を見るスポットは都内には沢山あるけ
れど、桜を見れる時期は短いため楽しめる

す 。ウェスリーは、父が組織のトップであっ

私は自然が大好きで、緑がある 公園によ

たことを 知ら され、殺害された父の後を継

く 散歩にいきます 。時間のあるときは温泉

●みーこのぶらり巡り●
ーIN 東京さくら散歩ー

ぎ王位を継承する選択を迫られます。

にいったり・・ 基本の んびりやです (笑)おす

4月に入り桜も見頃となり今年もカメラを

自分を襲った暗殺者への復讐を胸に、ウェ

すめ のスポットなどありましたら、一緒に話

持ち 春の陽気に誘

スリーは 過酷な訓練に耐え抜き、父から受

し 合えたら嬉しいです。では では みなさま

わ れ て花見散歩へ

け 継いだ特殊能力を開花させます!!!組織

仲良くしてくださいね。

出掛けてきました。

の切り札として次々にターゲットを 暗殺して

定とのことで 完成した際は上ってみようか

●歯科診療助手

日本で は桜は 最

期間もアッという間です が、桜咲く春を こ
れからも毎年楽しみたいと思います。

★知ちゃんの読書のすすめ★
このコーナーの記念すべき第１回目にご
紹介する本で す（*^̲^*） 『４時のオヤツ』
は甘党な私が題名に惹かれた本の一冊で

も一般的な花で 毎

す。一つのオヤツにまつわるエピソードが、

初めまして、4月21日か

年いろんな桜スポッ

素朴な写真と共に２〜３ページの ショート

ら働く事になりまし た☆こ

ト に出掛けてきたの

ストーリーになっています 。掲載されてる

違う見方とし ては 、弾がカーブを 描いて

こ に来る 前は 、京成江戸

ですが、今年は芝公園へ行ってみました。

オ ヤ ツ は 残念な が

飛ぶ、車が 空中で回転したり、人が ガラス

川にある 歯科医院に勤め

JR「浜松町」下車して歩いて15分ほ ど目

ら 、閉店し てし ま っ

窓を ぶち破るなどド派手なアク ションシーン

ていて歯科助手暦は8年目になります(´∀｀)

の前に見えてきたのは満開の桜。桜越しに

たお店の物もありま

が あり、憧れ るシーンもあって、いず れも迫

医院によって仕事の仕方が違うので 、今

見えたのは東京のシンボル東京タワー・・・

す が、どこ か懐かし

力あるシーンで十分に楽しめると思います!!

までの 経験をいかし ながら 、新しい事を 学

桜の華や かさで 一段と美しく見えまし た。

い気持ちになるオ ヤ

ハ ラハラ・ドキドキな刺激が欲し い方ゃアン

び 、そし て患者さんが 安心して治療に来ら

空は少しグ レーがかっていましたがステキ

ツ 満 載で あ れ も こ

ジェリーナ・ジョ リーが好きな方は是非ご鑑

れる よう迅速な対応、笑顔を 心掛け少しで

な場所を自分の目とカメ ラに収めてきまし

れ も買いに行きたく

賞を＼(^ー^)／☆★

も不安を和らげ られる助手を目指し頑張っ

た☆きれいな桜に心が癒され ました。せっ

なるものばかり(*^m

いく彼は、つ いに父を 殺した暗殺者に戦い
を 挑む の だが …父の死の 背後には 、忌ま
わしい陰謀が隠されていたのです。

遠藤

里紗

