
いつも皆様のご協力に感謝しております。
ありがとうございます。
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今回のボランティア先
社会福祉法人島添の丘
今回は、島添の丘さんへ当院に定期クリーニングで来院して頂いた方
のお会計の一部を寄付という形でお渡ししてきました。大自然の中の
児童養護施設で、スタッフの方や子供たちは、とってもステキな笑顔
でたくさんの元気を頂きました！こういった活動を行えるのも、定期
的なクリーニングで通院してくださっている方たちのおかげだと感じ
ています。ありがとうございます (^-^ 当院では今後も、島添の丘の
スタッフ、子供たちの健康を心から願っています♪ 山里ひかる
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※ボランティア先へは3ヶ月おき、被災地へは2ヶ月おき
　の提案をさせて頂いております。
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౾ଞᅕɈࠏ౾ଞᅕɈࠏ౾ଞᅕɈࠏ セラミック治療編

笑うたびに金属の部分が目立っている
のでは、と心配して口をふさいでいた。

虫歯になっていた訳ではないので、特に
自分自身で感じる不快感はありませんで
した。しかし、、友人や職場、仕事関係で
の食事などに行った際、相手に与える印
象が気になり、笑う時には隠してしまっ
たりする事がありました。
特にデートの時に。

●

●

セラミック治療が終わって、食事
や生活面で良くなったこと
（喜びの声）をお聞かせください。

セラミック治療を行う前は、食事
や生活面でお困りの事はござい
ましたか？

セラミック治療を迷われている方
にアドバイスがあれば、お聞かせ
ください。

セラミック治療に関して、ご感想
などありましたらお聞かせくださ
い。

鏡を見る回数が増えて、嬉しくてたまりま
せん。

最近、アレルギーのような湿疹が消えて
います。

頭痛薬をバッグに入れるほどの頭痛が
消えて良かったです。

写真を撮る時に、歯を気にせず笑えるよ
うになりました。

●

●

●

●

高価な治療であるので、実際の治療を決
心するにはとても悩むかと思います。
でも高価な分、これまでの生活面におい
て悩んでいたことがウソのように消える
ので、とてもおススメです。特に女性に
は！どんなメイクをしていても、笑った時
に見える歯で印象は変わります。歯を気
にせずに笑えると、人と会うのも楽しさ
倍増です。

歯が日に日にきれいになると、
自分にも自信が持てます。

●

● 自分自身の歯を大事にしよう、メンテナ
ンスをしっかりやろう、という気持ちが増
えています。セラミックをする事で、今ま
で悩んでいたことが、本当になくなるの
で、迷われている方は行った方がいいと
思います。

ＴＶを見ていても、歯を隠す仕草に気を
とめてしまいます（笑）
きれいな歯はステキです。

●

●
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気づけばこの２年程、
まともに運動をした記憶がありません。
同級生たちと会えば貫録の出た体型や、少
し悪めの検診結果はいいネタだったのです
が、最近は笑えない人も出てきました。
自分も気をつけなければ。
もう少し涼しくなったら軽めの運動を始め
ます。

やっと！！！夏休みが終わりましたね～!!
お父さん、お母さんお疲れ様でした(笑)

今年の夏は、美術館や写真展、伊計島アート
展にシーサー作りとアート一色の夏でした。
これから秋に向けても、継続しようと息子と
色々打ち合わせ中です。
ただ…息子から、雨の日限定だからね！
と釘をさされました…。　
やっぱり、結局…公園になりそうです(笑)

みなさん、こんにちは！
歯科衛生士の山里です♪
夏をエンジョイしすぎてしまい、今年の夏も
こんがり焼けてしまいました(‾▽‾)
今年も残りわずかとなってしまい、日々全力
で、みなさんと楽しいお時間を過ごさせて頂
いてます♬
これからも、みなさんに支えて頂きながら、
日々成長できたらなとおもってます(^-^)こ
れからもよろしくお願いします。

こんにちは！！突然ですが、皆さんにご報告が
あります(^O^)実は、、今年の12月に開催さ
れる那覇マラソンへの出場が決まりました！！
出場経験はあっても完走経験はない私です
が（笑）精一杯頑張りたいと思います！！
完走するためにもまずは5kgの減量が目標
なので（笑）良いダイエット法があれば
是非！！當間まで♥♥
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こんにちは！衛生士の高良です♪
就職してから1日1日があっという間に過ぎ…もぉ9月を迎えました。
月日の早さに驚いています！笑
最近、ハマっている事は色んなところのランチを食べに行く事っ(^^)
キレイな景色を眺めながら…♪
友人と会話を弾ませながら…♪ご飯を頂くとよ
り一層美味しく感じます(^^)
また、昼から行動すると1日がとても充実するの
で、友人との待ち合わせは早めに約束してしまう
私です。笑
どこかオススメのところがあれば是非教えて下
さいね♪情報お待ちしております！笑

こんにちは！

私は最近、Tシャツをアレンジするのにハマ
っていて、安かったTシャツや、着てなかった
Tシャツを切ったり、編んだり、縫ったり。。。
検索してると、色んなアレンジの方法がある
ので、作るのが楽しいです♬
皆さんも お暇があれば、是非(^o^)/

皆さんこんにちは！
夏の日差しにこんがり焼けてきた下地です
この夏はいかがお過ごしでしたか？
旅行にBBQ,甲子園の沖商戦！？
盛り上がりのシーズンを送れましたか？
私もたくさんの思い出が出来ましたが、夏
の締めくくりは友人達とナガンヌ島へ行って
きました♪
観光客に交えて、透き通る自然を満喫！！
次はスポーツか？はたまた食欲か？笑
秋の季節が来るのが楽しみです♪♪

(^O^)

(^^)

受付の石川です♬

？？
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Īିඐຎī

みなさんこんにちは*\(^o^)/*
お店には秋冬の洋服たちが並んでいますが、ま
だまだ暑い日が続いていますね(｡-_-｡)
“◯◯の秋”…みなさんどんな秋にしたいですか
私はもちろん食欲の秋です\(//∇//)\
最近、家の近くに小さな焼肉屋さんができて、月
1のペースで通っています（笑）お肉もとても美味
しいのですが、ホルモンにもこだわっているそう
で、とても甘～くてとろけて美味しいです♡店長
さんの人柄も素敵で、『今日はタコとってきたか
ら食べてね』とサービスしてくれたり（笑）、お料
理だけでなく会話も楽しみの一つになっていま
す♪ブクブク成長し過ぎないように気を付けながら（笑）、常連さんに
なるお店をもっと増やしていきたいです☆皆さんの行きつけのお店
情報もお待ちしております( ´ ▽ ` )ﾉ
オールジャンル受付中で～す♡

受付の石川です♬

？？

こんにちは☆
那覇マラソンの抽選に落選し、
ちょっと落ち込んでいる當間です(^^)笑

食べるコト、飲むコトが大好きな私。
そろそろ体のコトもちゃんと考えようと思い
(笑)、ジムに通い始めました♪
学生時代ぶりにプールで泳いだり、サウナで
汗を流したり…。
スタッフの方や、利用者さんとの交流も楽しみの一つです☆
体調管理もしっかりしつつ、食欲の秋を思いっきり楽しもう
と思います♡
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