タワークレーン運転開始

月１回楽しく読み合わせ

階建ての高層建築になるため︑タワークレー

新病院建設工事も本格化してまいりました︒新病
院は
ンを設置します︒ 月中旬から組み立て開始︑同月
下旬より運転開始です︒

新病院の外観決定！

だけではなく誤嚥性肺炎

やすくなります︒

中にバイ菌や汚れが付き

キズをつけてしまいその

部分入れ歯で針金︵ク

などの病気になる可能性
今回は︑毎日の入れ歯

ラスプ︶があればその周

もあります︒
のお手入れについてご紹

歯の境目などは︑特に食

辺や内側︑人工歯と人工

まず︑食事が終わった

介します︒

﹁協同の壁﹂に描くことに

地域にゆかりのあるケヤキの木をモチーフに
新病院の外観決定！新病

べかすが付きやすいとこ

いつかは⁝

堺区神南辺町

解きます︒全問解けた時

は嬉しいです︒

新しい先生

千代子︵ 歳︶

西区鳳東町

浅井

新しい先生方が入って

来られ︑頼もしい限りで

す︒病院の明るい未来を

﹁とも﹂ が届きまし

西区鳳北町

ら入れ歯をお口からはず

ろなのでしっかり磨いて

た︒どれを観ても感心す

永吉

決定しました︒コンセプト

ください︒もちろん御自

ることばっかりです︒俳

院の外観やホスピタルアー

身の歯磨きもお忘れな

句︑短歌︑川柳はもちろ

見る思いです︒

く︒そして最後は市販さ

娘の予防接種のときに

公子︵ 歳︶

れている入れ歯洗浄剤を

んお便りや支部誕生や

友の会を知りました︒人

藤田

します︒そして歯ブラシ

使えば目に見えない汚れ

旅︑一度は一緒に行って

間ドックも割引きがあ

・構成・デザインは︑当院

やバイ菌を取り除いてく

みたいと思います︒今は

り︑私と夫共に健康が気

トについて︑検討会やアン

︵入れ歯専用ブラシもあ

れます︒耳原歯科では︑

現役で働いていますがい

たみなさん︑貴重なご意見
ありがとうございました︒
お寄せ頂きましたご意見
や堺市の景観
アドバイザー

新病院コーナー
月６日は恒例の地域健
康まつりでした︒

耳原歯科診療所

歯科技工士

阪井主三

大浜支部

はじめてのセラバンド体操

時から

高山

多美子︵ 歳︶

南区檜尾

主人は３年前緩和ケア

病棟でお世話になりまし

た︒看護師さんやボラン

ティアの方に大変お世話

になりました︒ありがと

うございました︒

川向

西区浜寺石津町中

クイズを解くが⁝
チ体操をしました︒予想に

由美子︵ 歳︶

健康が気になる

ります︶を使い︑水で全

歯科技工士が常駐してい

つかはきっと！

のアートディレクターであ

体をよく洗います︒その

ますので入れ歯の頑固な

ケートなど行っ てきまし

毎日︑使う入れ歯︒食

際︑歯磨き粉は使わない

汚れや歯石等でお困りの

る室野愛子氏によるもので

事の後は︑食べかすや汚

でください︒ほとんどの

方はお気軽にご相談下さ

ートにご協力いただきまし

れがいっぱい付きます︒

歯磨き粉には研磨剤が入

入れ歯のお手入れについて

新病院コーナーにお立ち

汚れた入れ歯を使って

盛況！

の先生方の助
寄りいただきましたみなさ

い︒
た︒コンピューターグラフ
ィックによる新病院の立体
去・現在・未来﹂と題して

９月 日︵木︶

湊団地集会所で講師の長谷

映 像︑﹁ 耳 原 総 合 病 院 の 過
写真展示︑新病院の﹁協同
の壁﹂をモチーフにしたタ

堂さんと共に

名でセラバ

イルアートなど行い︑盛況

反して︑皆様の頑張りにビ

ンドを使用してのストレッ
話したり︑その時の社会問

ックリ！

になる年齢になったので

利用したいと思います︒

ありがとうございます！
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について話し合えるような

れて思いきりのばし︑講師

普段使わない筋を年を忘

問できない月が多いで

イズを解くのですが︑全

毎月楽しみにして︑ク

毎回大変ですね︒私も毎

てます︒スタッフの方々

毎号毎号楽しみに待っ

太田

中区宮園町

班を作ろう﹂という事で産

き た 班 で す︒ 支 部 分 割 後

高石北支部で︑初めてで

れど︑内容がとても良いの

も元気﹄の購読を始めたけ

人さんが多い中︑﹁﹃いつで

気﹄の読者の皆さんを巻き

の 班 で す が︑﹃ い つ で も 元

今はまだ世話人さん中心

さんの笑顔と元気で年を取

なぁ？﹂と心配でしたが皆
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いるのも耳に入らず︑のば

下さい﹂と何回も言われて

着れなかった洋服が⁝と夢
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はけなかったズボンが︑

た 腰 が︑ 動 か な か っ た 足
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っています︒新病院楽し

て先生本当にお世話にな

師さん︑事務の方︑そし

バスの運転手さん︑看護
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﹁なんでも良いから︑班を

で︑皆で読後感を話し合え
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いわお
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でした︒
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言等も受け︑

っており入れ歯に細かな

た︒検討会にご参加いただ
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たといわれて

います︶をモ
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