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趣味で生け花︵小原流︶を習い
始めて十 年︒
植物には本当に癒されます︒そん
な私が加古歯科医院に就職して
なにより驚き感動したことに中
庭の素晴らしさがあります︒
日々︑刻一刻お庭に生きている命
の有様が表現され︑春夏秋冬変化
を楽しく 観てお ります ︒

﹃生け花﹄
歯科衛生士

﹁加古歯科医院開業二五周年 に︑決して恥じないように︑これ
からの歯科医師人生を全うして
を迎え思うこと﹂
院長 加古 美裕 いく所存です︒まだまだご期待に
添えないことも多々あるとは存
じますが︑このような信念で日々
診療して おりま す︒
どうぞこれからも私たちを温か
いまなざしで見守りくださいま
せ︒
お陰様で︑昭和六一年に開業し
た加古歯科医院も二五周年を迎
えることになりました︒これもひ
とえに︑通院していただいた患者
様をはじ め︑す べての スタ ッフ ︑
関連業者様など︑本当に多くの
方々のお陰をもちまして︑ここま
でやってこられたのだと心より
感謝いた してお ります ︒

二五年を過ぎても成長し続け
る加古歯科医院を見ると︑ますま
す身が引き締まる思いです︒なぜ
なら︑これだけ多くの方々に期待
と信頼をいただいているからに
は︑決してその願いを裏切る事は
できない からで す︒
﹁来院される患者様︑誰一人とし
て︑その期待と信頼を裏切らない
よう︑真摯にそして誠実に診療を
していこう﹂これは︑開業以来思
い続けて 来た私 の信念 です ︒
その開業より二五年を経て︑五
三歳という年齢になり今︑私が強
く思うこ とは
﹁私の生 まれて きた使 命﹂ です ︒
私の生まれてきた使命とは︒それ
は︑病気で悩む人々の苦しみを取
り除き︑幸せで楽しい生活をおく
っていた だくこ とです ︒
私は﹁歯科医師﹂としてこの世に
任を受けそれを全うするために
生まれてきたのだと︑確信いたし
ております︒その与えられた使命

今は冬枯れの木立︑寂しくもあ
り︑全て葉をサッパリと落とした
枝の下で春に向けての力強い生
命に期待 と確信 があり ます ︒
もうすぐ 新しい 芽が膨 らみ ︑
﹃今年も 咲いて くれた ﹄
﹃いい匂 いがす る﹄
﹃鳥たち のさえ ずりが 心地 良い﹄
﹃猫がひなたぼっこにやって来
た﹄
と︑子供レベルの感想ですが楽し
みです︒
﹃庭に植物を植えることは幸せ
を植える こと﹄
﹃庭は神 様に一 番近い 場所 ﹄
と云う言葉を読んだことがあり
ます︒
フォレストに年間何回か来院
して頂ける皆様が︑お庭をながめ
てほんのひとときのゆとりとや
すらぎを感じながら︑口腔ケアー
でさっぱりとされ帰って頂ける
ようにと衛生士全員で努力して
参りまし た︒
フォレストが増設されて十年︒診
療室側のお庭よりまだまだ若く
伸び盛り です︒
これからが楽しみと言って頂け
るように 今年も 成長し ます ︒
お会い出 来るこ とに感 謝で す︒

﹃あけまして
おめでとうございます﹄
ディレクター歯科衛生士
古野 和子

皆様明 けま して おめ でと う ござ
います ︒本 年も 皆様 にと り まして
健康で 幸多 い一 年で あり ま すよう
に心より お祈り してお りま す︒
さて︑ 今年 ︑加 古歯 科医 院 は開
業二五 周年 の節 目を 迎え ま す︒私
自身も 勤続 一五 年の 節目 と なり︑
気持を新 たにし ており ます ︒
この間 ︑本 当に 多く の患 者 様と
の出会 いが あり まし た︒ 最 初は緊
張され てい た方 も緊 張が ほ ぐれる
につれ ︑趣 味の お話 や︑ ご 家族の
お話︑ ご自 身の 小さ い頃 の 思い出
話や将 来の こと ︑お 仕事 の こと︑
その他 たく さん のお 話を き かせて
いただ きま した ︒患 者様 を より深
く知る こと で治 療に つい て も配慮
や提案 がで きる だけ でな く ︑その
方をよ り身 近に 感じ 寄添 う ことが
できます ︒
また︑ 私自 身も いろ いろ な お話
の中か らた くさ んの こと を 学ばせ
ていた だき まし た︒ 人生 を 長く歩
んでこ られ た方 のお 話︑ 若 い人の
視点な ど私 個人 のつ たな い 経験の
中では 得ら れな かっ たも の をたく
さんい ただ きま した ︒こ れ からも
皆様に 育て てい ただ きな が ら︑そ
れをき ちん とお 返し でき る ように
誠実に一生懸命努めてまいりま
す︒
どうぞ 遠慮 なく ︑い つで も お声
をかけてください︒今後とも何卒︑
宜しくお 願いい たしま す︒

